いしかわ

まご育て
ガイドブック

はじめに
晩婚化、共働きの増加などで、子育ての環境は大きく変わりました。
それに伴い、子育てに関する不安や悩みを抱える家庭も少なくありません。
そんな中で豊かな経験を持つ、祖父母世代は心強いサポーターです。
この本は、子育ての場において祖父母力を十分に発揮していただくことを期待して
作成したガイドブックです。この本をご活用いただき、いしかわの子どもたちが
温かい愛情に包まれて、石川県にみんなのスマイルが広がることを願っています。
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事故の予防と、発生時の対応方法
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P2
P4
P10
P14

具合が悪そうなときは

P16

困ったときや悩んだとき

P17

子どもの体調の変化にどう対応する？

困ったときに相談できるところ、たくさんあります！

石川お出かけスポット
パパママ、じいじばあば、みんなでお出かけ♪

地域の祖父母力
ファミリー・サポート・センター

P18
P20

Hello ！ Sweet Grandchild ♪

お孫さんの写真
ここに写真を貼ってください。

名 前
生年月日
身 長
体 重

MEMO

（お孫さんが誕生したときのエピソードなど）

1

支えてくれて
ありがとう

子どもの
成長のことで相談すると

自分の子育てのときの
ことを教えてくれる。

現役パパ＆
ママからの
メッセージ

どんなことでもきめつけずに
優しく聞いてくれる。
（30 代ママ）

基本的に
両親以外と
関わることで、子どもが

愛情豊かに

僕たちの子育て方針を

尊重してくれます。
（30 代パパ）

育っていると感じます。
（30 代パパ）

子どものことを

かわいがったり
ほめてくれたり
するとやっぱり
すごくうれしい。
祖母は今の子育ての情報を
しっかり知ろうとしてくれたので

ズレはほとんど
感じません
でした。

子どもを

（40 代ママ）

寝かしつけてくれる
のは、助かります。
（30 代パパ）

自分の育児について

（20 代ママ）

不安になってしまったとき、
話を聞いてくれた上で、
七五三や
お食い初めなどの

行事について

否定せず励まして
くれた。
（30 代ママ）

教えてもらっています。
（30 代ママ）

「現役パパ＆ママからのメッセージ」および「各エピソード」はアンケートから抜粋したものです。

2

【祖父母世代の子育てに関するアンケート】 H29 年 6 月～ 8 月 （公財）いしかわ結婚・子育て支援財団 実施

祖父母が
いてくれることで

子どもにも逃げ場

下の子の
お世話で忙しい時、上の子の

があり、子どもも私もちょっと
冷静になれる時間が

習い事の送迎

もてます。

をしてくれます。

（30 代ママ）

（30 代パパ）

子どもが病気で
私が不安になったとき、
一緒にいてくれて
「横になってゆっくりしまっし」

「頑張りすぎんとね」
と言ってもらえて

とても心強かった
です。
（40 代ママ）

うれしかった。
（30 代ママ）

子どものことを

客観的に

応
家からの 援メッセージ
門
専

見てくれて、アドバイスを
くれます。
（30 代パパ）

祖父母や
地域の祖父母世代で
子どもを見守るということ
金城大学短期大学部 幼児教育学科

米川 祥子 准教授
人間は、一人の子どもを多くの大人が守って育てる子育て方法を選んだ
哺乳類なのだそうです。3 世代同居が多かった一昔前の日本の家族
状況は、人間の子育て環境としては理にかなったものでした。
どうしても親は「ダメダメ、早く早く」と言いがちになります。

「子育ては一人でするんじゃなくて
皆ですればいいんやよ」

「一人で頑張らんで
いいんやよ」

「よしよし、そうかそうか」と言ってくれるのはジジババ。
子どもは認められて安心や自信、意欲を育てていきます。
子どもの周りに、認め言葉をかけてくれる存在が必要
なのです。忙しい現代だからこそ、ゆったりした
祖父母の存在が子どもたちには
大変重要になります。

と言ってくれる。
（30 代ママ）

掲載の写真は、募集などにより集めたものです。

3

孫育ての基礎知識
孫に会うと祖父母はにっこりスマイル。祖父母に会った孫もにっこりスマイル。
そして祖父母と孫の関係がよいと、パパママもにっこりスマイルになります。
家族みんなの心をつなげて『トリプルスマイル』を育てていきましょう。

息子が孫を抱っこして寝かしつけている姿を見て、ホッとした気持ちになると同時に
頼もしく感じました。
（60 代祖母）

4

孫育てで
大切にしたいこと
子育ての主役はパパとママ。
祖父母はあくまでもサポーターです。
パパとママが親として成長していくにあたり、
先輩としてサポートすることは、
祖父母にとっても新たな世界を知るよい機会。
主役が輝けるように、

心の安全基地で
いてあげましょう。

コミュニケーション
が一番大事♪

パパママとのかかわり
●
●
●
●
●

都合や事情をよく聞く。
相談を受けた時は、心に向き合う。
ひとりの人間として尊重する。
他人と比べない。批判しない。
できていることをほめる。

自分自身のこと
● 自分の生活も大切にする。
● ゆとりのある孫育てを。
● 頑張りすぎない。無理をしない。

生まれて間もない頃、泣くたびに「おっぱいか？お腹すいてるんか？かわいそうに」
と言われた。何かにつけて「かわいそうに」と連呼された。
（30 代ママ）

5

孫を迎えるにあたって
妊娠から子育て期は生活が劇的に変化し、今まで以上に家族関係や人間関係が濃厚になります。
ママの気持ちもホルモンの関係などで短期間にコロコロ変化するので、必要な支援も変化します。
コミュニケーションをしっかりとって、応援していきましょう。

1

Point

妊娠初期は
デリケートな時期

妊娠初期のママは、まだ落ち着いた状態ではな

2

Point

つわりには
個人差がある

つわりの時期は、だるさ、眠気、吐き気など、

く、胎児の状態も安心できる時期ではありません。

さまざまな症状が現れ、その程度や長さには個

この時期は流産の可能性もあります。体調がすぐ

人差があります。家事をするのもおっくうになり

れないことも多いので、静かに見守ってあげてく

がちです。家事援助の際には、ママの希望を優

ださい。

先させましょう。行く前には連絡を忘れずに。

3

Point

２人目妊娠のときの
サポート

２人目以降の妊娠では、ママが少しでも体を休

4

Point

予定日を過ぎても
静かに見守って

予定日はあくまでも目安。過ぎたとしても問題

めることができるよう、家事のサポートや上の子

はありません。心配になる気持ちも分かりますが、

の相手をしてあげましょう。

パパママへの問いかけは控えめにしましょう。

5

Point

ママが希望したら
産後のサポートを

子どもとの生活は、予想以上に大変。ママが希
望するならば、手を貸してあげてください。
子どもの世話は、基本的にパパとママに任せて、
家事などを手伝ってあげましょう。

6

Point

訪問前には
事前連絡を

子育て中は、子どもを連れて外出する用事が
あったり、寝かしつけをしながら一緒に寝てしま
うこともあります。アポなしでの訪問はママの負
担になることがあるので、事前連絡を忘れずに。

「子どもは結局ママのことが大好きだからどーんと構えて大らかにいなさい」と言わ
れて嬉しかった。
（30 代ママ）

6

～ママのメンタルケア～
マタニティブルーズ
子どもが生まれてうれしいはずなのに、わけもなく涙
が出てしまう…多くの母親が経験している、産後の気持
ちの揺れ動きを「マタニティブルーズ」と呼びます。
ホルモンの急激な変化により、分娩直後から多くは産
後 1 週間くらいの間に見られます。ゆっくり休むことで
自然に回復することが多いので、過剰に心配する必要は
ありません。
ただ、中には引き続いて、産後うつ病の症状が見られ
ることがあるので、早めの適切なサポートが大切です。

産後うつ病は
第 1 子の出産時は
大丈夫でも、第 2 子以降の
出産時になることも
あります。

産後うつ病
産後うつ病は、ホルモンの変化や、慣れない育児の
疲れから陥るうつ病の一種。約 10% の母親がなると言
われ、産後数か月内に発症します。
症状が進むと、家事や育児に支障が生じてくること
もあります。気分の良い日もあれば悪い日もあり、症
状が変化しやすいのも特徴です。
母親自身が自覚できないことがあり、自分のことを
努力不足だと思ったり、周囲も怠けているのではない
かと考えがちです。

休息と早めの受診を
まずは休息が大切。ただし休息だけ

家族の理解と支援
産後うつ病は母親の健康のみならず、結婚生

では改善しないこともあり、精神科医師

活、仕事、母子関係を損なうことがあります。夫

の専門的な治療が必要な場合も。早期

や祖父母が、母親の状態を理解し、家事や育児

受診が早期回復につながります。

に協力しましょう。
家族の理解と支援が重要です。

【相談窓口】かかりつけの医師、助産師、市町保健師、助産師会、県保健福祉センター（P17）へご相談を。

祖父が子どもの顔を見に、私も眠っているときに部屋に入ってきてしまった。
（30 代ママ）

7

孫の発育・発達を知って、一緒に遊ぼう
お散歩

読み聞かせ
絵本の読み聞かせを始めるのは、何歳から

草笛を作って音を鳴らしたり、
たんぽぽの綿毛を吹いたりする

でも良いとされています。子どもの想像力を

のが大好きだった祖父母世代。

ぐんぐん伸ばし、言葉を覚えるきっかけにも

自然の中にある楽しいおもちゃ

なります。

を教えてあげてください。

動きのある遊び
生後 4 か月を過ぎると、見た
ものに手を伸ばす行動が見られ
るようになります。ボールをゆっ
くりパスしてあげてみましょう。

１か月
言葉と理解

顔を見つめる

３か月

６か月

見て笑いかける

声を出す

人見知り
声の方を振り向く

手指のはたらき

ガラガラを握る

９か月

意味なくパパママなどと言う

見たものに手を出す
バイバイする

この時期は家の中での事故に注
全身運動

首すわり

寝返り

つかまり立ち
ひとり座り

夫が子育てに協力的ではないとき、夫の母がその様子を見て夫に注意してくれました。
（30 代ママ）
8

昔ながらの遊びを教えてあげられるのは、祖父母だからこそ。
おじいちゃん、おばあちゃんの得意だった遊びを通して、ぜひ一緒に楽しんでみてください。

お手玉・こま回し

お絵かき・折り紙・けん玉

「あんたがたどこさ」のわらべ歌に合わせて、お手

2 歳を過ぎると手先が器用になってくるので、遊び

玉を回しあったり、一緒にこま回しの動きを追いかけ

の幅が広がります。手先を使う遊びは脳を活性化し、

たり、祖父母が得意な遊びで楽しみましょう。

集中力や思考力を養うことができます。

手遊び
「ずいずいずっころば
し」
「いとまきまき」など、
歌に合わせて手を動かし
ましょう。道具がなくて
も、子どもを夢中にさせ
る遊びです。

１歳

１歳３ヶ月

１歳半

意味のある言葉を一語言う

２歳

３歳

二語文、指示に従う

積み木を重ねる
なぐりがきをする
コップで飲む

上着を脱ぐ
スプーンで食べる

注意！（P14 参照）
ひとり歩き

ボールを投げる

ひとりで立っていられる

階段をのぼる
赤ちゃんの発達・発育には個人差があるので、あくまでも目安程度に考えておきましょう。

息子に犬アレルギーがあることを伝えてあったのに、ペットの犬と遊ばせてアレル
ギーを出してしまいました。
（30 代ママ）
9

子育て傾向

今

今と昔
お世話編
だっこ
子どもにとって抱っこは心の栄

抱きぐせがつくから、泣いても

養。抱っこされることで情緒豊

抱っこしませんでした。

かに成長します。

断乳・卒乳の考え方
子どもが納得して授乳をやめ

栄養や虫歯の視点から、1 歳頃

る「卒乳」が自然です。

には「断乳」していました。

日光浴・外気浴
子どもは皮膚の機能が未完成。

2 ヶ月頃から、少しずつ日光に

外出時は帽子や長めの服で、直

慣れさせていました。

射日光を避けましょう。

虫歯予防への意識
虫歯菌は大人の唾液を通して感

材料を細かくする調理器具が普

染します。大人がかみ砕くのも、

及していなかったこともあり、

スプーンや箸の共有もＮＧ。

子どもには、自分でかみ砕いた
ものを与えました。

果汁・離乳食
母乳やミルクには十分な栄養が

果汁は、生後 2 ヶ月頃から与え

あるため、果汁は必要ありませ

ていました。離乳食を始める時

ん。離乳食は 5 ～ 6 ヶ月頃から、

期は早く、卵からという考え方

子どものペースに合わせて。

もありました。

トイレトレーニング
始める時期はさまざまで、３歳

1 歳の誕生日を過ぎたら、おま

を過ぎることもあります。成長

るに座らせて、おむつを外す努

とともにおむつは外れるので、

力をしました。

焦らず見守りましょう。

10

３０年前と比べて、子育ての常識は変わってきました。
でも子どもを大切に思う気持ちは、今も昔も変わらないもの。
違いを知って、おおらかな気持ちで子育てしましょう。

昔

おやつを楽しく♪

手作りの
ヘルシーお
やつ
いいですね
！

孫の喜ぶ顔が見たくて、つい与えすぎてしまいがち。
●虫歯 ●おやつの習慣化 ●ご飯を食べない
という悪影響が出ないように、
「時間」と「量」を決めましょう。

「ありがとう！
○○してくれて
助かったよ！」

どうほめる？どう叱る（伝える）？
やったことを具体的にほめましょう。
努力した過程をほめましょう。
他の子どもとの比較はやめましょう。

命の危険や他人への迷惑が予測できるときは注意しましょう。
怒りに任せず、目を見て真剣に伝えましょう。

何を着せたらいいの？

パパママに
聞くことが
大事

冷暖房設備が整っているので、基本的には軽い室内着で OK。
しかし子どもの体は小さく発汗機能が発展途上で
体温が外気温や衣服の状態に左右されます。
自分基準ではなく、環境や体調などに応じて判断しましょう。

11

子育て傾向

今

今と昔

子育てを取り巻く環境編
子どもの教育

子ども一人ひとりの個性を尊重

「女の子らしさ」
「男の子らしさ」

して、押し付けのない子育てを

を大切にして育てていました。

心がけています。

子どもを預ける
事情があるときや息抜きをした

気軽に子どもを預けるところ

いときなどに預かってもらえる

はありませんでした。

サービスが広まっています。

ワークライフバランス
産後も仕事を続ける女性、子育

「夫は外で働き、妻は家庭を守

てに関わる男性が増加。夫婦で

る」という役割分担や、3 歳ま

育児をする風潮になりました。

では母親が育てるべきという意
識が高かったです。

地域の子育て環境
地域のつながりの希薄化で、マ

親以外にも、地域の大人や年長

マが孤立しがち。ネットを通じ

の子どもが、小さな子どもを見

たつながりや情報、育児を支援

てくれていました。

する機関は増えています。

贈り物
物が安価で手に入りやすくなり

今ほど物がなかったので、周り

ました。大型の遊具は置き場所

からの贈り物はありがたく受け

に困ることも。

取っていました。

チャイルドシート

12

6 歳未満の乳幼児には、チャイ

小さな子どもと車に乗るとき

ルドシートの使用が法律で義務

は、後部座席で抱っこしていま

付けられています。

した。

ラム
いまどき子育てコ

多様化する家族

孤立した
育児を防ごう

進む核家族化の問題の一つに「孤立した育児」があり

昔

ます。核家族では、どちらか一人の親に負担が偏ってし
まう傾向がありますが、パパとママの協力した育児が重
要です。
また、近年はひとり親家庭の数も増加傾向にあります。
ひとり親は肉体的、精神的に負担が大きく周知の人の理
解が必要です。
周囲とつながりあうことで、安心して子育てができる
ので、身近な祖父母や地域の人たちが、一番の味方でい
てあげてください。

スマホと育児

スマホに
依存気味？

家事や仕事で手が離せないときや、子どもに静かにし
てもらいたいときに、スマホを子どもに渡して子守役に
するケースが増えています。その一番の理由は「親に余
裕がない」ということ。なぜスマホ育児に頼らざるをえ
ないのか、ぜひ一緒に考えてあげてください。
一方で、親がスマホに夢中になり、子どもへの関心が
薄れ、子どもが出すサインを見落とすことも。事故につ
ながることもあるので注意が必要です。SNS の利用から、
周りの家庭と比較して、落ち込むこともあるようです。
そんなときは、
「目の前の生活こそ大切に」と伝えてあげ
てください。

はちみつは厳禁！

乳児
ボツリヌス症で
死に至ることも

はちみつは、1 歳未満の子どもが摂取すると「乳児ボ
ツリヌス症」にかかることがあり、
リスクの高い食品です。
はちみつやはちみつ入りの飲料・お菓子などの食品は与

アレルギー
には気をつけて

えないようにしましょう。

アレルギーの事前確認を！
アレルギー症状を示す子どもが増えています。原因と
なるのは食物だけでなく動物や植物などさまざまです。
孫を預かるときは、事前にアレルギーの有無や対処法を
確認しておきましょう。
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家の中の危険

子どもの
行動範囲を把握して、
子どもの目線で
危険な箇所を
チェックしましょう。

孫の滞在中に事故や怪我がないよう、十分気をつけたいもの。
事故の予防と、発生時の対応方法を知っておきましょう。
ママが妊娠・育児中は、
「家の中では禁煙」が原則です。

玄関・階段

リビング

玄関の段差に注意

コンセントにはキャップをつける

階段の上り口や下り口に柵をつける

衝突防止のため透明なガラスにはシールを貼る

ドアの開閉に注意

観葉植物の土を食べられないようにする
テーブルの角はガードする

寝室など

浴室

アイロンは使用後片付ける

洗濯機や浴槽に水を入れておかない

化粧品をなめないよう手の届かないところに置く

踏み台になるものは片付ける

口に入る小さなものを置いておかない

洗剤は手の届かないところに置く
ドラム式の洗濯機の中に閉じ込められない
ようにする

キッチン・ダイニング
テーブルクロスは引っ張ると危ないので外す
炊飯ジャーやポットは手の届かないところに置く
流しの下に危険なものを置かない（包丁など）
ビニール袋はかぶる可能性があるので片付ける
ベランダには踏み台になるものを置かない

「孫が大事だから」と父が禁煙に取り組んでいます。その気持ちが嬉しいし、家族み
んなで禁煙を応援しています。
（20 代パパ）
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こんなときはどうする !?
やけどをしたら
流水で患部を 10 分以上冷やす
冷やしすぎると低体温になってしま
うので、患部以外冷やさないように。

異物を飲み込んだら

頭を打ったら
・意識がない
・傷口が大きく多量の出血あり
・嘔吐を繰り返す場合
▼
▼

救急車を呼ぶ！

▼
▼

応急処置後は病院へ！

たばこやボタン電池などを飲んだ
ときは、何をいつどのくらい飲んだ
かを把握して、すぐ病院へ。危険性
の低いものは、クレヨン、石鹸、口
紅などです。様子を見て、いつもと
変わりなければ心配ないでしょう。
●クレヨン
●鉛筆
●石鹸
●口紅など

服を着たままやけどしたら
服の上から冷やす
衣服が皮膚にくっついている
場合があります。

何を飲んだのか確認

すり傷程度の出血なら、消毒後
清潔なガーゼで押さえて様子をみま
しょう。こぶができたときは、冷や
しタオルなどで冷却を。24 時間は
様子をみることが必要です。

●たばこ
●洗剤類
●ボタン電池
●灯油など

▼
▼

▼
▼

少量なら
経過観察

病院へ！

本誌裏面に電話番号があります。

座らせて行うと
異物が下に移動するので
必ず下向きで
行うこと！

飲み込んだものが気道や気管に入ったら
すぐに病院！ 応急処置はイラスト参照！
呼吸困難を起こしたり、顔色が悪くなったりしたときは、気管
に詰まったおそれがあるので、すぐに病院へ。応急処置として、
子どもを下向きにして背中の肩甲骨の間をたたいて吐かせましょ
う。特に球状のもの ( アメ玉など ) は危険なので注意しましょう。

39

mm

これより小さいものが
子どもの手の届く
ところにないか
要チェック

を開けると
3 歳の子どもが口
もなります。
に
ｍ
直径は 39 ｍ

下向きにして肩甲骨

の間を叩く。

身体が大きい子ども
の場合は、大人が片
膝をつ
き、そこに子どもの
頭が下向きになるよ
うに寄
りかからせて、同様
に肩甲骨の間を叩き
ます。

各市町の消防本部や日本赤十字社石川県本部では、
救急法講習会を定期的に開催しています。ぜひ受講してみてください。

子どもが幼いころ、祖父が大きなあめを与えて詰まらせました。
（30 代ママ）
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具合が悪そうなときは
パパママの仕事等の事情で、病気の孫を預かることもあるかもしれません。
小さな子どもの体調の変化には、しっかり目を配っておきたいですね。

かかりつけ医を把握しておこう
普段から予防接種などでかかっている病院（医
院）の医師は、子どもの体質などを分かってくれ
ているので頼れる存在です。
かかりつけの病院・診療所（主治医）
、夜間・休
日診療の医療機関、
家族の勤務先、
保育園（幼稚園）
などをメモし、見やすいところに貼っておきましょ
う。本誌裏面も利用できます。

【具合が悪そうなときは、ココで判断！】
心配しなくても大丈夫

病院を受診しましょう

ちょっとした発熱や下痢、咳などがあっても、

はっきりした症状がなくても、以下のような

以下のような状態なら様子をみましょう。

状態のときは小児科を受診しましょう。

機嫌が
よい
顔色が
よい

動きが

吐く
食欲が

機嫌が

ある

悪い

よく眠る

食欲が
ない

激しく

活発

泣く
ぐったり
している

休日や夜間で、受診すべきかどうか迷ったときには、
、#8000 に電話で問い合わせてみましょう。
（本誌裏面参照）

子どもが初めて高熱を出したとき、義母が冷静にアドバイスをくれたので、落ち着い
て行動することができました。
（20 代ママ）
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困ったときや悩んだとき
日々孫育てをしている中で、困ったことや聞きたいことも出てきますよね。
ひとりで、あるいは家族だけで悩まずに、ぜひ相談機関をご利用ください。

電話相談

さまざまな
相談サービスを
祖父母も利用できるよ

子育てについて、親や祖父母の悩みを聞き、答えてくれるのが電話相談です。
子育ての専門家が応じてくれますので、気軽に利用してください。
各市町の保健センターもしくは母子保健担当課へ直接連絡してください。
その他、次の窓口でも対応しています。
名称

所在地

電話番号

南加賀保健福祉センター

小松市園町ヌ 48

0761-22-0793

石川中央保健福祉センター

白山市馬場町 2-7

076-275-2250

能登中部保健福祉センター

七尾市本府中町ソ 27-9

0767-53-2482

能登北部保健福祉センター

輪島市鳳至町畠田 102-4

0768-22-2011

石川県助産師会

-

子育てメール相談
電話相談

080-3740-4512

相談時間

月～金
8:30 ～ 17:45

月～金 10:00 ～ 15:00

アクセスしてみよう
いしかわ おやコミ メール相談

子育てに関する悩み事や不安に思うことなど、どんなことでもご相
談ください。メール相談では、子育ての悩みについて専門相談員が
メールにて回答いたします。些細なことでも遠慮なくどうぞ。

ひとりで悩んでいても
答えが出ないから
相談してみよう
かしら…。

必ず下記の注意事項をご確認の上、ご相談ください。
• 返信には数日かかることがありますのでご了承ください。
• 緊急を要するもの、命にかかわるもの、医療・健康上の相談
等については、専門機関に相談してください。
• ご相談内容によっては、回答できない場合があります。回答
できない場合はその旨をご連絡いたします。
• 入力された内容や個人情報については、ご相談に対する回答
のみで利用し、第三者へ漏洩することのないよう当財団にて
管理しております。

「手伝ってあげている」と思っていたときはイライラすることが多かったが、
「力になり
たい」と気持ちを切り替えたことで、娘夫婦との関係が良好になった。
（60 代祖母）
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パパママ、じいじばあば、みんなで出かけよう

石川お出かけスポット
石川県内には、家族で楽しめるお出かけスポットがたくさんあります。
室内施設も無料で利用できるので、気軽に出かけてみましょう。

つどいの広場・地域子育て支援センター

対

象

利用方法

主に 3 歳未満の子ども
各施設で受け付け

いしかわ おやコミ 便利帳

石川県内 100 か所以上あります！近くの施設、調べてみてね！

（地域子育て支援拠点施設）をクリック

乳幼児とその保護者が自由に遊びに行ける室内遊び場です。他の親子と関わったり、保護者同士で情報交換をしたり、
常駐スタッフに子育てについての不安や悩みを相談できたりと、
メリットがたくさん。県内の市や町に設置されています。
雨の日や冬場の荒天時など、外遊び難しいときにも心強い場所です。

広場
ト
レポー

の広場
おやこ
お
あさが

お天気に左右されない

室内遊び場♪

他のママや
おばあちゃんたちと
育児の情報交換

広場って
こんなところです♪
ぜひお孫さんと
遊びに来てね！

おやこの広場あさがお

川上 由枝 先生
「祖父母世代の方々は、お母さんと話すことでお母さん方の考え方や今
の子育て事情を知ることができます。また、昔と違って家で一人でお孫
さんを見ることが多いので、外に出ることによって刺激を受け、リフレッ
シュできます。平均 1 日に 1 ～ 2 組の祖父母の方が利用されています。
」
（川上先生）

うな
ないよ
家には
も
ゃ
おもち
い
ぱ
っ
い

ひろばで遊んでいた あきと君とおばあちゃんに密着
孫とだけではなく
他の子と交流でき
るのも
参考になります

育児の悩みは
ここで相談してます
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他のお母さんとお話しして、発育やお世話
について聞くことができました。その結果、
焦ることが少なくなり、安心して見守るこ
とができるようになりました。親御さんだ
けでなく、祖父母さんも外に出たらいいと
思います。

あとから、
あきと君の弟といとこも
お母さんたちと一緒に
遊びに来ました。
孫 3 人が大集合！

保育園・認定こども園・幼稚園の開放

対

象

利用方法

主に未就学児
各施設で受け付け

通園してる園児じゃなくても、誰でも利用できるよ！
多くの保育園・認定こども園・幼稚園で、園に通っていない子どもとその保護者を対象に、園開放が行われています。
園によって、プログラムがあったり、年齢で分かれていたりと特徴もそれぞれ。ぜひ身近な園を調べてみましょう。

児童館

対

象

利用方法

18 歳未満
各施設で受け付け

いしかわ おやコミ 便利帳

（児童館）をクリック

子どものための施設。未就学児の利用は保護者同伴でね。
子どもたちに仲間との遊びの場を提供し、楽しい教室や季節の行事なども企画して、健全な育ちを支援する

県内の
大型児童館、
３つをご紹介！

ところが児童館です。乳幼児向けの育児教室を行っているところもあります。県内に 100 か所以上あります。

いしかわ子ども交流センター
金沢市法島町 11-8

いしかわ子ども
交流センター小松館

TEL 076-243-6501

金沢の犀川緑地に位置し、館内、館外ともに、たくさんの遊具があり、
遊びと学びを体験できる施設。乳幼児教室、囲碁教室なども定期的
に開催しています。乳幼児向けの部屋があるのも嬉しいですね。
190 台の駐車スペースもあり安心してお出かけできます。

小松市符津町念佛 3-1
TEL 0761-43-1075
あわづ公園内に位置し、貸し出し遊具が充実。なか
よし鉄道にも乗車できます。乳幼児向けのお部屋も
あります。
館内
屋外

▲赤ちゃんルーム

▲昆虫コーナー

交通・航空関係の展示物、ゲームコーナー、
積み木コーナー、図書室など。
外庭、なかよし鉄道

▲屋外の大型遊具

館内

鉄道模型展示、図書室、昆虫コーナー、プレイルームなど。

屋外

大型遊具や三輪車、芝生広場など。

プラネタリウム「百万星」

いしかわ子ども
交流センター七尾館
七尾市古屋敷町カ 10-3
TEL 0767-53-3396

全天周に映し出されるダイナミックで高精細なデジタル
番組を生解説で投映。幼児から大人まで大好評！ご家
族で楽しめる番組をそろえています。
時 間

毎日 15:30 ～（土日祝は 10:00 ～、11:00 ～、13:30 ～も）※

利用料

大人 400 円／小人（3 歳～中学生）100 円／ 3 歳未満無料

季節ごとの行事をはじめ、休日には「こども映画会」
も開催。手作り遊具もあり、
あたたかみを感じる施設。
館内

鉄道模型、ゲームコーナー、図書室、
ビデオルームなど。

屋外

バスケットゴール、芝生広場

※投映時間は変わることがあります。詳しくは HP でご確認ください

図書館

幼いころから本に触れて
好奇心を高めよう！

絵本の読み聞かせなどのイベントが行われています。

公園

五感が刺激される外遊びは
成長に最高の教材！

晴れた日には、公園に出かけてみましょう。花のに

0 歳児から対象のものもあります。本選びや読み聞

おいや、鳥の声など、五感にいっぱい刺激をもら

かせ方の参考に、ぜひ参加してみてください。また、

えます。体力もつき、夜の寝つきもよくなります。

図書館には司書が常駐しているので、おすすめの本
や本の選び方など、何でも聞いてみましょう。

じいじ、
いっぱい本を
読んでね！

おでかけ必携グッズ
●おむつの替え ●着替え（下着含む）
●タオル（ティッシュ） ●ビニール袋
●水分・おやつ など
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地域の祖父母力
孫育てをしていると，地域の子どもたちの様子も目に入ってくるもの。
石川の未来を担っていく子どもたちが、健やかに育っていくためには、
祖父母世代の大きくて温かい愛情が必要です。ぜひ、あなたの力を貸してください。

ファミリー・サポート・センターに
登録してみませんか？
こんなシステム

サポート内容は

料金は

子育ての援助を受けたい人（依頼

● 保育園等への送迎

依頼会員から提供会員へ、活

会員）と子育ての援助をしたい人

● 保育園等の終了後の預かり

動報酬として料金を支払うこ

● 習い事への送迎

とになっています。金額は、

し、ファミリー・サポート・センター

● 保護者の病気・急用時の預かり

市町により異なります。

が双方の引き合せを行います。

● 保護者のリフレッシュのための預かり

（提供会員）がそれぞれ会員登録

● 病児・病後児の預かり

自分たちの
空いた時間に少しでも
子育て支援ができればと思い
登録しました。何度か預かる

事務局

どうしても保育園の

うちになついてくれて

お迎えに間に合わないときに
助けてもらって、本当に
感謝しています。

とてもかわいいです。

①援助の依頼

②援助の打診
③援助
④支払い

依頼会員
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提供会員

ファミリー・
サポート・センター窓口
各市町にファミリー・サポート・センターの窓口があるので、
登録方法や利用料金などの詳細は直接お問い合わせください。

ラム
いまどき子育てコ

孫育ては体力勝負！
お孫さんと過ごす時間は充実していて、役に立
ちたいと思う気持ちから、つい頑張ってしまいが
ち。日常的になると体力的な負担が大きくなって

市町

所在地

電話番号

しまいます。そのため、普段から健康な体づくり
に努めましょう。

金沢市

金沢市教育プラザ富樫内

076-243-3410

七尾市

親子ふれあいランド
あい・あい・あい内

0767-52-1476

小松市

小松市こども家庭課内

0761-24-8054

輪島市

輪島市子育て支援センター内

0768-22-8031

珠洲市

珠洲市子育て支援センター内

0768-82-5479

加賀市

親子ほっとステーション内

0761-75-7933

羽咋市

羽咋市健康福祉課

0767-22-0066

かほく市

かほく市愛・遊・館内

076-281-3582

白山市

白山市子育て支援センター
げんきっこ

076-274-1592

能美市

能美市社会福祉協議会

0761-58-6230

野々市市

野々市市子育て
支援センター菅原

076-248-4634

川北町

NPO 法人子ども館

076-277-3632

津幡町

津幡町社会福祉協議会
親子支援センター

076-288-6274

内灘町

内灘町子育て支援センター

076-238-3233

志賀町

志賀町住民課

0767-32-9122

宝達志水町

宝達志水町健康福祉課

0767-28-5526

キャッチボールごっこ

中能登町

中能登町住民福祉課

0767-72-3134

穴水町

穴水町児童館

0768-52-2333

能登町

能登町健康福祉課

0768-72-2512

ペッタン吸盤キャッチ（100 均
で購入）で遊ぼう！ピタッと
ひっつくからキャッチが簡単。
タオルや新聞紙をまるめてボー
ルにしてもＯＫ。投げる動作＆
反射神経が身につきます。

30 年前の子どもたち（今のお父さん、お母
さん）が、我が国で最も体力が高かった世代と
言われています。以降、著しい低下傾向が進ん
でいます。当時、子育てに関わった祖父母の皆
さん、ぜひ、もう一度「孫育て」で遊んであげ
てください。また、手先を使う昔遊び（お手玉、
コマ回しなど）は祖父母の得意とするところ。
一緒に楽しみましょう。

孫育てに
欠かせない
体力づくりの方法を
ご紹介します！
石川県立大学
教義教育センター体育学研究室
宮口 和義 教授

足指トレーニングで転倒予防
床に置いたゴルフボール（子ども
はビー玉でもＯＫ）の上に足を置
いて、足指で包み込むように握り
ましょう。そして持ち上げた状態
をキープします。足指の把持力が
高まり、いざという時に踏ん張り
が効くようになります。

ラダー遊び
依頼会員の登録数が増えている一方で、提供会
員数は増えていないのが現状です。子どもが好
きで心身ともに健康であれば、資格や経験は問
いません。ぜひあなたの力を貸してください。

マスに合わせて、かけ足、ケンパ、
スキップなどに挑戦！足腰の筋力
やバランス能力
のアップ につな
が りま す。 脳 を
活性化する有効
な運動です。

ゆいと君（4 歳）とおじいちゃん（金沢市）
が協力してくれました。
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家族の緊急連絡先
パパの携帯電話
ママの携帯電話
パパ・ママの自宅電話
その他（

）

医療機関連絡先
かかりつけの病院・診療所
病院名
電話番号
夜間救急病院
夜間の急な病気やケガ

#8000

または

076-238-0099

「家庭でどう対処したらよいか」
「病院に行った
方がよいか」を、電話で小児科医などがアドバ
イスします。
全国どこからでも OK 毎日 18:00 ～翌朝 8:00

たばこ・洗剤など飲んでしまったら

072-727-2499

大阪中毒 110 番

（365 日・24 時間）

029-852-9999 つくば中毒 110 番

（365 日・9 時～ 21 時）

072-726-9922

たばこ専用

（365 日・24 時間・テープによる情報提供）

救急車（119 番）
1

局番なし「１１９」へダイヤル

2 「救急です」と伝える

あわてず

3

救急車に来てほしい住所を伝える

落ち着いて連絡を

4

子どもの症状・年齢を伝える

5

あなたの名前と連絡先を伝える

※その他、詳しい状況、持病、かかりつけ病院等について尋ねられることがあります。答えられる範囲で伝えてください。
※上記に示したものは一般的な聞き取り内容です。

（公財）いしかわ結婚・子育て支援財団
〒 920-8201 石川県金沢市鞍月東 2 丁目 1 番地
TEL 076-255-1543 FAX 076-255-1544
平成 29 年 10 月発行

本冊子は医師、保健師、石川県助産師会の協力を得て発行いたしました。

