
 

 

 

 

区内在住の子育て支援モニターが子育て家庭ならではの情報を子育て体験記として

紹介します。 

 「子どもと一緒に出かけたよ！」「子どもと過して楽しかった！」「これは便利！」

など、荒川区内ならではの子育て情報を発信しています。 

 ぜひ、ご覧いただき皆さんの子育てにお役立てください。 

子育て支援部 子育て支援課 管理調整係 

http://www.city.arakawa.tokyo.jp/kosodate/docs/service/000/000567.html
http://www.city.arakawa.tokyo.jp/kosodate/docs/service/002/002268.html
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親子のお気に入り子育て交流サロン 

 

我が家に赤ちゃんが来てから、子育て交流サロンはお気に入りの

場所になっています。 

 

 交流サロンは日中、時間が空いた時にふらっと立ち寄れる場所で

す。サロンにはおもちゃが一杯。これだけたくさんのおもちゃを自

宅で準備するのは部屋が散らかるし、お金もかかるので無理な話で

すが、サロンに行けば月齢に合ったおもちゃが何かしらあります。

8 か月の息子は交流サロンへ行く道中で寝てしまうことがあります

が、サロンに着くなり目がパッチリ、すぐにたくさんのおもちゃに

向かって突進です。 

 

 サロンには職員の方が作った手作りおもちゃもあります。面白い

ことに、市販のおもちゃよりも手作りおもちゃの方が好きという子

供も多く、マヨネーズの容器で作ったガラガラは赤ちゃんたち皆に

大人気です。 

 

 そして、サロンはママにとってもくつろげる空間。自宅にいると

赤ちゃんの世話、炊事、洗濯、掃除と座る時間もありません。思い

切ってサロンへ出かければ、家事の片手間でなく、しっかりと子供

と向き合って遊んであげることができます。そして、同じ月齢くら

いの赤ちゃんがいると自然とママ同士でおしゃべりが始まり、病院

や育児グッズや幼稚園・保育園の情報交換もできます。名前のとお

り、ママがほっと一息できるサロンです。 

 

 また、サロンのスタッフの方はちょっとした育児の心配事を相談

できる心強い存在です。私の息子は一時、ミルクも離乳食も摂らな

くなり、サロンの方になんとなしに話したら併設の保育園から看護

師の方を呼んでくださいました。必要以上に心配することはないと

教えてもらい、心底ほっとしたのを覚えています。 

 

 息子が 2 か月の頃から交流サロンに通っていますが、たくさんの

親子、スタッフの方に会うためか、人見知りもなくいつもニコニコ

している子に育っています。また、たくさんの大人や子供に接する

ことがいい刺激となっているようです。 

 

 ハイハイができるようになり、おもちゃにも絵本にもますます興

味を示すようになりました。交流サロンは、これからも親子にとっ

てほっと一息できる、お気に入りのお出かけ場所となりそうです。 

 

 

平成 23 年度 子育て支援モニター Y.M（西日暮里） 

 

▲マヨネーズ容器のガラガラ 

 

▲大型の家のおもちゃ、大好き 

▲おもちゃ一杯。お気に入りはどれ？ 

 

▲スタッフの方も遊んでくれます 

http://www.city.arakawa.tokyo.jp/kosodate/menu/facilityarea/index01003.html
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ふれあい館での成長 

 

息子が一歳を過ぎて歩くのも上手になった頃、家のすぐ近くのふ

れあい館デビューをしました。ちょうど 4 月でクラスも新しくなり、

参加しやすい雰囲気でした。 

 

 それまであまり積極的に外へ出ず、家の中で子育てしていた私に

とってクラスへ参加する目的の一つは「親子共にお付き合いできる

お友達づくり」でしたが、近くに新しいマンションが出来たばかり

でちょうどはじめてくる方も多く、すぐに何人か親しくさせてもら

えるようになりました。 

 

ふれあい館側もクラスの中で遊びのグループなどをつくる場合は

仲良しで固まったりしないように配ったカードで分けたりといろん

な方とお話できる機会をつくってくれたと思います。年間を通して

七夕やハロウィンなど季節の行事を取り入れてくれたり、上野動物

園へバスで遠足に行ったりと楽しい企画もありました。 

 

 お友達と一緒に簡単なルールを踏まえながらゲームをしたり、体

中真っ青になるほどの大胆なフィンガーペインティングなど家庭で

は出来ない事をやらせてもらう中で息子は色々な経験ができ成長し

ました。 

 

 大勢の子と遊ぶ経験は幼稚園準備としても大変良かったと思って

います。私も子育ての悩みを相談したり、地域の幼稚園情報を聞い

たりできるママ友達が出来ました。結果的に息子が入園した園はふ

れあい館のクラスが一緒だった方が多く、入園前からとても心強か

ったです。 

 

 幼稚園へ入園した今ではふれあい館へ行く事も少なくなりましたが、たまに行くと先生方が覚えて

いてくださって声をかけてくださるのも嬉しく思います。 

 

 ふれあい館へ通った 2 年間で地域の中で息子を見守ってくれる目がたくさんできたこと、それが何

よりの収穫だったと思います。 

 

 

平成 23 年度 子育て支援モニター K.T（南千住） 

 

 

 

▲フィンガーペインティング 

▲上野動物園への遠足 

 

▲友達と一緒にゲーム 

http://www.city.arakawa.tokyo.jp/kosodate/menu/facilityarea/index05014.html
http://www.city.arakawa.tokyo.jp/kosodate/menu/facilityarea/index05014.html
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サークルでの物作り活動 

 

ふれあい館でのすくすくタイム。乳児を抱いてのはじめの一歩、

私も緊張しましたが、今はその存在に本当に感謝しています。今で

は、すくすくタイムで出会ったママ達とスクラップブッキングをは

じめとした物作り活動をしています。 

 先日は、サークル登録している東日暮里ふれあい館の音楽室をお

借りしての活動でした。こちらは土足禁止なので、子どもたちは自

由に動き回り、ゴロゴロしたり、持参したおもちゃで遊びます。 そ

の間、ママ達はお借りした高いテーブルの上でスクラップブッキン

グの作業。子どもの手は届かないので安心です。 

もちろん子ども同士のおもちゃの取り合いもありますが、そこは

0 歳の寝んねの時期から付き合ってきた仲間。どちらかのママが間

に入って少しなだめれば、子どもたちもすぐもとどうり。成長を一

緒に見守っている仲だからこそ、「お互いさま」と多少のケンカも暖

かい目で見ることができます。 

作品は無事に皆出来上がり、教えてくれた稲葉さんに感謝！スタ

ッフの方々が、快くホワイトボードなども運んでくれてとても丁寧

な対応だったのも印象的でした。 

 また、別の日には、5 月に行われた「あらかわアートフリマ」に

出店されていたワイヤーアートの先生を自宅にお招きして、ワイヤ

ーアート講習会を開いていただきました。 

 私自身は、今年、「あらかわアートフリマ」に行けず、ワイヤーア

ートについてもまったく知りませんでした。お友達が行ってみて、

かわいい作品の写メールを送ってくれたことから話は発展し講習会

開催が実現しました。「出張講座は 4 人から」ということで、いつ

ものサークル仲間に声を掛けいざ講座を受けると、楽しくてあっと

いう間の二時間半でした！ 

 子どもたちは、自由に遊んだり、おやつを食べたり、たまにはマ

マに抱っこされてみたりと、途中中断もありつつでしたが、先生は

快く手を止めてニコニコと子どもの様子を見守ってくださいました。 

 今回は、フックのついた壁掛けと一輪挿しを作成。一本のワイヤ

ーをちょっとした手の力でこんなに素敵な飾りにしてしまう、新し

い世界にとてもドキドキワクワクした一日となりました。 

 また新たな素敵な先生と作品に出会えるかもしれない「あらかわ

アートフリマ」。来年は私も足を運んでみようかと思います。 

 毎日の育児は 24 時間休みなく、なかなか自分に向き合える時間

がありませんが、こうして、区の施設や催しをうまく活用して、リ

フレッシュの時間を作ってみることを、私はとてもおすすめします。 

 

平成 23 年度 子育て支援モニター O.A（東日暮里） 

▲仲良く遊ぶこどもたち 

▲真剣に作業するママたち 

▲スクラップブッキングの作品 

▲ワイヤーアートの作品 

http://www.city.arakawa.tokyo.jp/kosodate/menu/facilityarea/index05014.html
http://www.city.arakawa.tokyo.jp/kosodate/docs/facility/000/000112.html
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動物園、水族館へのおでかけ 

 

我が家の娘（1 歳 8 か月）は、平日は保育園に通っているため、

なかなか一緒にお出かけする機会も少ないのですが、いろいろな生

き物に興味を示し始めたので、動物園と水族館へ行ってみました。 

 

電車で簡単に行ける場所ということで、動物園は上野動物園へ、

水族館はエプソン品川アクアスタジアムへとお出かけです。 

 

上野動物園は、パンダが来てからは初めて行きました。パンダ舎

の子供連れ専用レーンは少し混んでいましたが、ガラスの向こうで

笹の葉を食べるパンダに娘も興味津々。次は、象の所へ。「ゾウさん！

ゾウさん！」と大興奮の娘。近くまで来るトラや猿に怖がったりも

していました。絵や写真ではなく本物を見せることも大事だなと感

じました。 

園内は、広々としているので、ちょこちょことあちこちに歩いて

行ってしまう娘でもあまり邪魔にならず、いろいろな動物を見るこ

とができました。 

 

エプソン品川アクアスタジアムは、「しながわ水族館」とは別の施

設です。とても小さな水族館で、イルカショーとアザラシショーの

合間に、その他の水槽を見て回る程度でした。しかし、イルカショ

ーは迫力があり、眠くて不機嫌気味だった娘もイルカのジャンプに

は喜んで手をたたいていました。 

 

どちらの施設も、 寄り駅が荒川区からも行きやすい JR 山手線

の駅ですし、駅から徒歩 5 分程度と近いため、小さいお子さん連れ

でも無理なくおでかけ出来るのでオススメです。もちろん授乳室や

おむつ替えスペースもあり、上野駅、品川駅共にエレベーターもあ

りますので、ベビーカーでも大丈夫です。 

 

 

平成 23 年度 子育て支援モニター K.Y（西日暮里） 

▲象に興奮気味の娘 

▲上野に来たパンダちゃん 

▲迫力のイルカジャンプ 

▲アザラシショーも楽しめます 
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ドキドキの保育園生活はじまりました 

 

我が家では、仕事の都合で、今年の 4 月に保育園へ生後 6 か月で

我が子が入園し、あっというまに 4 か月が経ちました。入園前は、

第一子ということもあり不安でいっぱいでしたが、始まってみると、

今では、子どもは保育園の方が楽しいようで、毎日元気に登園して

います。 

今回は、我が家の日常生活についてご紹介したいと思います。 

朝は、私たち夫婦の仕事の開始時間が早いためファミリーサポー

トのお宅に子どもを預けに行くことからはじまります。これは、荒

川区社会福祉協議会の「ファミリー・サポート・センター事業」に

事前に登録し、協力会員さんを紹介していただくという我が家には

なくてはならないサービスです。 初は、見知らぬ方のお宅に子ど

もを預けることに抵抗感がありましたが、ファミリーサポートのお

宅は、子育てを経験したママさんということで、安心して子どもを

朝の保育園へ送り届けるのをお願いしています。 

保育園では、今は、水遊び、積み木などの木のおもちゃや探索活

動をしているようです。 

夕方、仕事が終わり、保育園へお迎えに行きます。いつもその足

で、散歩にでかけます。まず、公園で公園内の花をみたり噴水を楽

しんだりします。 

その後、図書館へ読み聞かせ用の絵本やインターネットで予約し

ておいた子育て雑誌を借りに行きます。絵本コーナーは、赤ちゃん

コーナーが設置されていて、0 歳から読み聞かせができるような絵

本がたくさん置いてあります。絵本は、親が選ぶものと子どもが気

に入るものが違うので、図書館で色々な本に触れる機会があります。

また、今年は、夏休みの期間だけのようですが、図書館で｢読書ラリ

ー｣に参加してみました。本を読むとスタンプをおしていただけると

いうことで、とても励みになり、現在スタンプ集めに奮闘中です。 

そして、週末は図書館のすぐ隣の｢おもちゃ図書館子育て交流サロ

ン｣でおもちゃの貸出を利用しています。ここでは、おもちゃの貸出

も 1 週間貸出てもらえるということで、よく利用しています。おも

ちゃも幅広い年齢層のおもちゃがおいてあり、私がお店ではあまり

選ばないようなおもちゃも、借りて実際子どもに遊ばせてみると、

新たな「できた」が増えることもあったり、子どもが自分なりに工

夫して遊んでいたりと、新発見が増えよい機会となっています。 

身近に子育てに役立つ施設がたくさんあり、しばしば利用しなが

ら、親子で楽しみながら子育てをしています。 

 

平成 23 年度 子育て支援モニター A.T（南千住） 

▲公園に散歩に行きます 

 

▲図書館のベビーコーナーで

絵本を選びます 

▲図書館の読書スタンプラリー 

に参加 

▲交流サロンでいろいろな 

おもちゃで遊びます 

http://www.city.arakawa.tokyo.jp/kosodate/docs/service/000/000081.html
http://www.library.city.arakawa.tokyo.jp/
http://www.city.arakawa.tokyo.jp/kosodate/docs/facility/001/001779.html
http://www.city.arakawa.tokyo.jp/kosodate/docs/facility/001/001779.html
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我が家の雨の日の過し方 

 

平日、天気の良い日は、荒川自然公園やらくだ公園（荒川五丁目

公園）、近隣のふれあい館やひろば館など、あきないようにローテー

ションでまわりながら過しています。 

 

雨の日には、双子という事もあり、なかなか移動が難しくなるた

め、1 日中家で過すことが多くなります。 

 

家の中で 1 日中過すとなると、見慣れているおもちゃであきてし

まい、子どもも親もついつい DVD に頼りがちになってしまう傾向

が我が家にはありました。そこで、普段は時間に追われがちな食事

の支度やおやつを一緒に手伝ってもらいながら作ったり、雨の日に

出すおもちゃ（ボールハウス）を決めて遊ぶようにしています。 

 

また、時には自宅から車で濡れずに行けるショッピングセンター

内のキッズスペースで過すこともあります。 

 

今では、雨の日は子どもと向き合って遊ぶことのできるゆっくり

とした時間となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 23 年度 子育て支援モニター I.H（荒川） 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲ハンバーグを丸めるお手伝い

▲自分で作ったパンはおいしい 

 
▲屋内のキッズスペース 

 

▲体をいっぱい使って遊べます

http://www.city.arakawa.tokyo.jp/kosodate/docs/facility/001/001477.html
http://www.city.arakawa.tokyo.jp/kosodate/docs/facility/001/001475.html
http://www.city.arakawa.tokyo.jp/kosodate/docs/facility/001/001475.html
http://www.city.arakawa.tokyo.jp/kosodate/menu/facilityarea/index05014.html
http://www.city.arakawa.tokyo.jp/kosodate/menu/facilityarea/index05013.html
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乳幼児の子育て便利グッズ 

 

現在、11 か月と 7 歳の男の子を育てています。育児で便利なものを 4 つ紹介します。 

■ベビーゲート 

ハイハイが始まり、自分の意思で移動するようになると必須。キッチ

ン入口に設置してあります。これが家にくるまでは、ご飯を作っている

と子どもがキッチンに進入してきて、生ごみをあさって、ネギの青い部

分をしゃぶり、ビールの空き缶をしゃぶり、挙句の果てにガスを勝手に

つけるなど、大変でした。 

近、後追いが始まり、私がキッチンに入ると、ベビーゲートの外で

泣き叫んでいますが、野菜洗ったりする作業の時はキッチンに入れてあ

げますが、火と包丁を使うときはゲート外で泣いてもらいます。 

パパの「子どもに触られたくないものは高いところにしまえば？」という意見はもっともなのですが、

毎日子育てに追われていると「えーっと、ここにこれに移動して」と検討している暇がありません。正

確に言うと、精神的余裕がないのです。子どもが起きている時は邪魔されまくりで満足に家事ができず、

昼寝したら、その隙にできなかったことをやるので「本当は暇があったら寝たい！」「子育て大変！」

と思うのは、こういう時だなあと日々思います。 

■お風呂いす 

 ベビーバスを卒業して、歩けるようになるまで使います。使う期間

は短いですが、これは絶対必要。 初はスポンジ製のものを使用してお

り、ネンネの頃はやわらかくて、寝かせるにもすごく便利に使えました

が、結局カビが生えてしまいます。多少すべりますが、寝かせることも

できるし、お座りができるようになれば、座っている間に、自分の髪や

体を洗えます。 

■あわだてネット 

もともとは洗顔石鹸にオマケでついてきたもの。似たようなものは

100 円均一で売っています。 

初はポンプ式の泡で出てくる液体石鹸を使っていましたが、ある日

買いにいったら「高い！石鹸の 4 倍近い値段がする」と気づきました。

今までは、ゆっくり値段もみたことがなかったのですが、こういう余裕

の無さも乳児の育児中の特徴ですね。 

椅子があれば両手は使えるし、あわだてネットにベビー石鹸をいれて、

泡立てて使います。ベビー石鹸はやわらかくて溶けやすいので、使用後

は、これまた 100 円均一で買ったフックに下げておけば乾きます。 

■保冷剤と手作りカバー 

特にこの節電の夏は助かりました。この暑さの中、自分ひとりでも暑

いのに、さらに体温の高い赤ちゃんを抱っこして、体を密着させて授乳

するのは、暑くて。保冷剤を脇に挟んで授乳したら結露してビチャビチ

ャになるので、ダブルガーゼの生地でティッシュケースの要領でチクチ

クとカバーを作成。脇に挟んで授乳すれば、それでも暑いですが、少し

楽です。多少の汗もふけるし、外に持っていっても「ハンカチ？」と思

われるので、大丈夫です。 

平成 23 年度 子育て支援モニター U.N（町屋） 

▲ベビーゲート 

▲お風呂いす 

 

▲あわだてネット 

▲保冷剤と手作りカバー 
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我が家のママ楽 (手抜き)レシピ 

 

一日中お出かけした日などは、夕飯の支度って本当につらいです

よね？そんなときに、ささっと作れて子どもにも人気のレシピを紹

介します。 

 

■野菜オムレツ 

このオムレツは炊飯機で出来る簡単なオムレツです。 

 

材料 3～4 人分 

 全卵 4 個  

 キャベツ 5～6 枚（芯を除き 3cm 角くらいのざく切り） 

またはジャガイモ 中 2 個（スライサーでスライス）  

 冷凍ミックスベジタブル（コーン、にんじん、グリンピース）1/3 カップ（量はお好みで）  

 ベーコン 5～6 枚（1.5～2cm くらいに切る）またはツナ缶 1 缶（軽く油を切る）  

 マヨネーズ 大さじ 2  

 塩 小さじ 1/2  

 コショウ 少々  

 あれば顆粒コンソメ 小さじ 1/2 

 

作り方 

1. 大きめのボールに卵 4 つを割り良く混ぜ合わす。塩、コショウ、コンソメも入れ混ぜ合わす。  

2. 他の材料を（1）に全部入れ、よく混ぜ合わす。  

3. 炊飯機のお釜に（2）を移しセットして「炊飯」のスタートボタン押す。  

4. 自動で出来上がりを待ち、出来上がり後 5 分程度蒸らす。はしなどを刺し何も付いてなけれ

ば大丈夫です。  

5. 出来上がり！大皿に上手くひっくり返してください。 

注意 一部の炊飯機（かなり古いものなど）では作れない場合もあるようです。 

 

1 回目の炊き上がりで生の様ならもう一度スタートボタンを押し出来上がりを待ってください。  

我が家ではこのメニューに、パスタやチーズトーストなどを合わせます。 

 

家族みんなが料理好きで、娘 2 人とキッチンで肩を並べて、餃子やケーキを作っています。 

我が家は週に 2 回くらい子どもと夕飯を作ります。この時間が私と子どもたちとの一番のコミュ

ニケーションになっています。「一緒に作ったからすごくおいしいね」の一言で子どももニコニコ

です！ 

 

 

平成 23 年度 子育て支援モニターT.M（西尾久） 

▲野菜オムレツの出来上がり 

▲子どもたちが手伝います 
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子育て、元気のミナモト 

 

我が家の 1 歳半の息子はようやく自分の足で自由に歩けるように

なり、毎日元気に動き回っています。 

 育児には「気力、体力、忍耐力」が必要とよく聞きますが、本当

にその通りだと感じています。そんな私は育児を楽しく頑張るため

に、2 つの元気のミナモトがあります。今回は、この「子育て・元

気のミナモト」を紹介させていただきます。 

 

■タイガーベビーの会 

 母親学級で知り合ったママ同士で作った子育てサークルです。主

に子ども家庭支援センターのサークル室を利用させていただき、月

2 回開催しています。 

 10 月は荒川自然公園へピクニックに出かけました。子どもたちは

1 歳半を迎え、わんぱくざかりです。元気に走り回る姿を見ながら、

ママたちも一緒に体を動かしストレス解消できました!! 

 私の元気のミナモトは、このタイガーベビーの会で情報交換をし

たり、日頃の育児の悩みや思いをお話ししたり、お出かけしたりす

ることでパワーをもらっています。仲間と色々とお話ししていると、

育児の悩みなどを一人で抱え込まず、「みんな同じような悩みを持ち

ながら育児をしているんだな！」と励まされ、気持ちを前向きにさ

せてくれる場所です。これからも、互いの子どもの健やかな成長を

見守っていきたいと思います。 

 

■子連れでフラダンス 

 今年の 7 月からフラダンスを習い始めました。子連れでレッスン

に参加できる教室です。月 3 回、生涯学習センターでレッスンを行

っています。 

 2 つ目の元気のミナモトは、週 1 回、子連れで自分の好きな時間

を作ることです。この時間があることでリフレッシュすることがで

き、「さあ！また育児を頑張るぞ！！」と明るい気持ちになります。 

 10 月にララテラス南千住で発表会がありました。今回初めて発表

会に参加するにあたり程良い緊張感を持ち、日常生活では味わうこ

とができない体験ができました。 

 

 ママは育児や家事をするだけではなく、時々は息抜きをしながら、

子どもと一緒に成長できればと考えています。息子のおかげで今ま

で知らなかった事を知り、自分自身も少しずつ成長することができ

ました。これからも子育てを通じて色々な方々と出会い、楽しく子

育てが出来るように、日々努力していきたいと思います。 

 

 

平成 23 年度 子育て支援モニターK.M（荒川） 

▲ママ同士で作った 

子育てサークル

▲荒川自然公園へピクニック 

▲走り回る子ども 

▲フラダンス発表会 
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子育て パパ育て 

 

我が家は、現在、2 歳 6 か月になる娘とパパとの 3 人家族です。 

 

私は、産休育休を経て、娘が 1 歳の時に職場復帰をして、共働き

で子育てしています。パパや両親、職場の方々など周囲のみなさん

のご理解とご協力のお陰で、育児と家事と仕事の両立を頑張ってい

ます。特に、パパの強力なバックアップにはとても感謝しています。 

 

待望の妊娠だったので、パパは、私がマタニティーの頃にはお腹

の中の赤ちゃんに話しかけたり、勧めると両親学級や父親学級に積

極的に参加したりと育児に協力的な姿勢がありました。なので、陣

痛から出産まで立会って、あの痛みを一緒に乗り越えて出産をした

ことで、より強固に「育児は夫婦で協力して行うもの」と感じたよ

うです。それからは、娘との成長と共に育児に積極的に取り組んで

くれるパパに成長しています。 

 

 「あらかわ きっず ニュース」や「あらかわ子育て応援サイト」

等から情報を収集して、ひろば館やふれあい館の「パパと遊ぼう」

や「パパと一緒に」の催しには、パパと私も一緒に家族で参加して

います。特に、近隣の熊野前ひろば館は、娘がまだ赤ちゃんの頃か

ら利用させて頂いており、職員のみなさんがとても優しく、楽しく

接して下さり、家族で大好きなお気に入りの場所の一つです。先日

の「パパと遊ぼう」はミニミニ運動会のプログラムで、ハロウィン

の仮装競技もあって、季節感いっぱいに楽しんで来ました。もちろ

ん、親子競技では、パパが大活躍でした。 

 

これからも、子育てとパパ育てと合わせて、私自身もママ育ちと

して、一緒に成長していきたいと思います。 

 

 「ありがとう」の言葉をたくさんあげると、娘もパパも私も、ニ

コニコ、すくすくと成長するようです。 

 

 

平成 23 年度 子育て支援モニターS.Y（東尾久） 

 

▲パパと一緒に 

 

▲ハロウィンの仮装競技 

▲ミニミニ運動会に参加 

▲ミニミニ運動会 

http://www.city.arakawa.tokyo.jp/kosodate/menu/service/index02003.html
http://www.city.arakawa.tokyo.jp/kosodate/docs/service/000/000246.html
http://www.city.arakawa.tokyo.jp/kosodate/
http://www.city.arakawa.tokyo.jp/kosodate/docs/service/000/000178.html
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資格を生かして、楽しくクッキング 

 

妊娠前は、栄養士として保育園で働いていたので、そのスキルを

生かして、峡田ふれあい館のママサークルで、毎月クッキングの講

師をしています。 

 

託児付の講座であるため、参加するママたちも子どもと離れて、

つかの間のリフレッシュになり、大切なクオリティータイムになっ

ています。 

 

この日は、子どもに食べさせたい野菜ランチ ご飯編として、以

下のメニューを作りました。 

 

 玉ねぎ丼 味付けは醤油だけなのに、砂糖やみりんが入っている

みたいに甘いです。 

 春菊と納豆丼 春菊ペーストはパスタに和えたらジェノベーゼに

もなります。  

 韓国風のり巻き 砂糖たっぷりのすし酢は使わず、ごま油の利い

たのり巻きです。  

 おからのサラダ 食物繊維たっぷりのおからが子ども大好きな味

になりました。  

 かぼちゃのグリル 甘くてほくほく、おやつにも 適  

 白菜の豆乳みそ汁 普通の味噌汁が、体がぽかぽかあったまるス

ープに変身。 

 

どれも、作り方は本当に簡単で、忙しい育児中のママにはもって

こいのレシピです。 

 

作り終わった後は、子どもを迎えに行き、みんなでランチタイム。

子どもたちも、野菜をモリモリ食べてくれるので、ママたちも大満

足。食べながら、普段の育児についてもあれこれお話しできて、楽

しい時間を過ごすことができました。 

 

私自身、子育て中でも、こうして資格、スキルを生かして、料理

教室を開くことで、育児では使わない頭をフル活用で、程よい緊張

感があり、自分自身が満され、今後、社会復帰するときのかけがえ

のない経験になります。 

 

そんな貴重な場を提供してくれている、峡田ふれあい館のママサ

ークルは私の育児生活にとって、なくてはならないものです。本当

にありがとうございます。 

 

平成 23 年度 子育て支援モニターO.H（西日暮里） 

▲ママサークルでクッキング 

 

▲子どもに食べさせたい野菜ランチ

▲みんなでランチタイム 

▲野菜をモリモリ 

http://www.city.arakawa.tokyo.jp/kosodate/docs/facility/002/002118.html
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仕事と子育ての両立 

 

現在、南千住に住んで、夫と娘 2 人の 4 人暮らしをしています。

元々地方暮らしが長かったのですが、夫の就職をきっかけに東京に

出てきたのは 8 年前。 

当時、通勤に便利な沿線で住まいを探していましたが、私も仕事

をしていたので、第一の条件は「家の近くに保育園があるところ」

でした。その頃は、まだ南千住駅周辺も殺風景で、買い物をするに

も徒歩か自転車で時間がかかるし、子どもも小さくて何かと大変な

思いをしました。私よりも前から南千住に住んでいるママ友は、生

協などを利用して生活していたそうです。 

その後、ララテラスができ、つくばエキスプレスの開通など、再

開発によって暮らしが便利になり、南千住にマンションを購入した

のが 6 年前です。互いの両親は遠方だけど、南千住では、夫と仕事

を続けながら 2 人で子育てができると思ったのです。 

 現在は、2 歳半になる下の娘の子育てに奮闘しながらも、仕事

を続けることができています。子育てに工夫しているところや信念

などは特に持っていません。逆に、仕事を言い訳にして、自分の時

間も大事にし、大分手抜きをしていると思います。今は iPad を活

用して、娘がお絵かきや文字遊びをしている間に、掃除や洗濯を済

ませています。 

親子で遊ぶところはお風呂。夫の帰りは遅いので、いつも私と娘

たちの 3 人で入るため、髪や体を洗ってあげるのに多少バタバタし

ますが、好きな香りの入浴剤を使って親子で香りを楽しんだり、体

を思いっきり揺らして荒波を作ったり、時には泡風呂をしてはしゃ

いでいます。土日も仕事で遊んであげられないことが多いので、私

にとっても、お風呂は親子のコミュニケーションの場であり、楽し

みにしている時間でもあります。 

苦労するところは、子どもたちが病気の時です。地方に住んでいた

ころは、近所の小児科医院が夜間でも気軽に相談、診察してくれる

ところがありましたが、いまのところ南千住ではそういう場所はあ

りません。大型のマンションが立ち並ぶ南千住は、子どもたちも以

前よりずっと増えています。 

子どもの急病にもスピーディーに対応できるシステムが、もっと

もっと普及すると、さらに子育てしやすい街になるのではないかと

常々感じています。 

 

平成 23 年度 子育て支援モニターO.H（南千住） 

 

▲娘が 5 歳の誕生日にパパと 
ママへメッセージ 

▲夫も育児を楽しんでやってくれ

ます 

 

▲操作方法は既にマスターして

います 

 

▲夜間に具合が悪くなることも

多いです。 
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一時預かりのススメ 

 

子育て中に、ふと「息抜きしたい」「自分の時間が欲しい」と思っ

たことはありませんか。 

 

子どもはどんな月齢でも待ったなしで、「相手して！かまって！」

とアピールしてきますよね。私も覚悟はしていたものの、出産前に

想像していた以上に大変で、すぐに「大人としての自分の時間」が

欲しいと思うようになりました。 

 

 産後、助産師さんが訪問してくれた際、みんなの実家＠まちやの

えきたまを紹介してくださいました。 

 

それは、赤ちゃんを 2 時間預かってくれる事業です。ベテランの

子育て経験者が 1 対 1 で赤ちゃんを預かってくれます。とてもあた

たかく私にも赤ちゃんにも接してくださるスタッフさん達です。 

 

私は産後 2 か月のときから利用し始めました。少し早いかなとも

思いましたが、スタッフさん達が「自分の時間を持つことは大事だ

よ」と言ってくださり、背中を後押ししてくれました。 

 

たった 2 時間ですが、その 2 時間でゆっくりお茶をする、家でく

つろぐ、本を読むなど、自分自身の時間を堪能することができまし

た。そこでリフレッシュすることで、また新たな気持ちで子どもに

向き合うことができるようになりました。 

 

生後すぐから、保育園に入園するまでの 1 年数か月、本当にお世

話になりました。 

 

小さいうちから子どもを預けることに抵抗がある人もいると思い

ますが、家族以外の第 3 者の手を借りて、委ねることができるよう

になるのは、決して悪いことではないと思います。子どもがたくさ

んの人の中で育っていく練習だと思って、安心して預けられました。 

 

子どもも、泣くこともありましたが、月齢の違うお友達やさまざ

まなオモチャに囲まれて、楽しい時間を過ごしていたようです。 

 

子育てをしていると、つい自分のことはおろそかになってしまい

ますが、意識的に自分の時間を持つようにして、笑顔で子どもに接

することができるといいですね。 

 

平成 23 年度 子育て支援モニターE.K（東尾久） 

 

▲えきたまの様子 

 

▲さまざまなおもちゃで 
遊びます 

▲安心して預けることができます

http://www.city.arakawa.tokyo.jp/kosodate/docs/service/000/000736.html
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ひろば館 ふれあい館を楽しんでいます 

 

子どもは現在、2 歳。来年 4 月より幼稚園に通う予定です。日々、

子どもの成長を近くで見れる環境から幼稚園生活に変わることで、

少し寂しく想うと共に、今以上に子どもとの時間を楽しもうと考え

るようになりました。その中で、身近にあるひろば館、ふれあい館

で学んだこと考えたことを紹介します。 

 

 週 1 度、各年齢にあわせた幼児タイムに参加しています。自宅か

ら近いひろば館を利用させていただいています。近いことで、近隣

にお友達ができたり、周囲の育児情報を得ることができます。 

幼児タイムでは、季節行事や工作やお遊戯などを通して子どもの

発達や性格を客観的にみることができて、発見させられることが多

くあります。 

 

この時間は、社会を学ぶ場所、集団行動の第一歩だと考えていま

す。 

 

先日、幼児タイムの遠足で飛鳥山公園に行ってきました。落ち葉

やどんぐりを拾い、私も童心に帰って一緒に探しました。育児を通

して季節の遊びをすることで、時間を共有できる喜びを感じました。 

 その後、皆でお弁当を食べて、公園で遊び、飛鳥山公園を満喫し

て帰宅しました。 

 

その他に、毎月 1 回土曜日に実施されているパパと遊ぼうに参加

することも多いです。主人と子どもの 2 人で参加してもらい、私は

その時間は自宅の掃除をしているようにしています。 

いつもはできない、窓やサッシ、キッチン周りなどをキレイにす

ることで、私のストレス解消に繋がるのです。なかなか、子どもが

いると、掃除をさせてもらえないので、集中して行うことができ、

私の楽しみな時間でもあります。 

主人からは、パパと遊ぼうでの子どもの姿は自宅とは違う表情や

態度が見れると好評です。参加する子どもの年齢もバラバラなので、

子どもにとっても、いつもとは違うお友達と仲良くすることができ

るので魅力です。 

 

パパと遊ぼうは、各館色々な活動内容を考えているため、何回行

っても楽しめます。皆さんも、ぜひ、足を運んでみてください。 

 

 

 

平成 23 年度 子育て支援モニターK.M（南千住） 

▲粘土工作 

▲どんぐりあるかな 

 

▲公園たのしい 

 

▲たこさんとパチリ 

http://www.city.arakawa.tokyo.jp/kosodate/menu/facilityarea/index05013.html
http://www.city.arakawa.tokyo.jp/kosodate/menu/facilityarea/index05014.html
http://www.city.arakawa.tokyo.jp/kosodate/docs/service/000/000178.html
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ほくほく焼きいも体験 

 

上の子の通う区立幼稚園では、毎年焼きいも会をしています。前

月にいも掘り遠足に行き、家庭へのお土産分と焼きいも会分のさつ

まいもを袋いっぱい、園児には重すぎるぐらいに持って帰ってくる

のです。 

焼きいも会当日には、地域の方からご提供いただく木材で実際に

火をおこし、いもを焼き上げます。毎年、木材と園児たちが街中で

拾い集めたきれいな落ち葉を使うのですが、今年は放射能の影響で

落ち葉は使いませんでした。本物のたき火の温かさ、におい、煙な

ど、子どもの心に残る楽しい思い出の 1 ページ。うらやましい程に

素敵だなと思います。 

 

 下の子にも楽しい経験をさせてあげたいと思っていたところ、汐

入ふれあい館で焼きいも会の開催をみつけました！ 

ふれあい館でたき火？、どこか外でするのかな？と、少し戸惑い

ながら来館しました。心配は必要なく、会場は多目的室で、焼きい

もは予め火を通しておいたさつまいもを厚めにスライスし、危なく

ないように多目的室の端に設置したホットプレートで、両面きつね

色に焼いてくださったものでした。 

参加していた方々は、0 歳から 2 歳くらいまでのお子さん連れの

方が多かったのですが、子どもたちには食べきれないくらいのボリ

ュームのある焼きいもでした。0 歳児はまだ食べられないので、マ

マたちが美味しく食していました。 

子どもたちは、おなかが満たされると動き始めましたが、そのタ

イミングを見計らって「焼きいも手遊び（グッチッパッという歌）」

が流れ、子どもたちは飽きることなく、まだ食べている親は焦るこ

となく過すことができたように思えました。 

 

ふれあい館に行く度に、どのスタッフの方々も明るい笑顔であいさつをしてくださり、親しみを持

って話しかけてくださることが、私の心をとても明るくしてくれます。子どもにとってもそのようで、

以前にまして、ふれあい館に足を運ぶようになりました。スタッフの方々と少しお話をして、2 階の親

子ふれあいひろばでおやつを食べたりゲームをしたり、3 階のプレイルームで上の子も下の子も好きな

おもちゃでひとしきり遊ばせてもらっています。 

子どもと一緒に楽しめる時間を、ふれあい館のイベントも利用して過していきたいと思います。 

 

 

 

平成 23 年度 子育て支援モニターK.K（南千住） 

 
▲ほくほく焼きいもが 
焼けましたよ 

▲焼きいもを囲んで楽しい時間 

▲プレイルームで好みのおもちゃ

で遊べます 

http://www.city.arakawa.tokyo.jp/kurashi/shussan/yochien/koritsu/kuritsuichiran.html
http://www.city.arakawa.tokyo.jp/kosodate/docs/facility/000/000116.html
http://www.city.arakawa.tokyo.jp/kosodate/docs/facility/000/000116.html
http://www.city.arakawa.tokyo.jp/kosodate/menu/facilityarea/index05014.html
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0 歳児からのプレゼント、温泉気分 

 

 子育てをしていると、なかなかゆっくりとお風呂に入れないことはありませんか？温泉とかでゆっ

くりしたいですよね。 

 我が家では、0 歳児の子どもが温泉気分をプレゼントしてくれました。荒川区親子ふれあい入浴事業

で、銭湯の親子入浴料が 6～11 月の第三土曜日に無料になるのです。 

 銭湯の効用は 3 つありました。 

 

 1 つ目は、お母さんが広い湯船でゆっくりとお湯に浸かれます。0 歳児は熱かったりしてまだ湯船に

浸かれないので、体を洗った後は一度外に出て、早風呂のお父さんにパスします。後はゆっくり一人

でお風呂に入ります。お父さんは待ち合い場所で飲み物を飲みながら、子どもとコミュニケーション。

たまには、お母さんの息抜きとお父さんの親子時間があっても良いよね。銭湯は近所で手軽です。 

 

 2 つ目は、色々な人と交流ができます。銭湯の番台さんから、入浴に来る地元の方ともお話できます。

年輩の方に子育てのアドバイスを頂いたり、慰労の言葉をかけてもらったりします。お母さん頑張っ

ているよね。子どももいつもと違う景色と人に興味津津で、大人しかったりします。 

 

 3 つ目は、日本のお風呂文化を学べます。体を洗ってから湯船に浸かるとか、お湯をかける時は後ろ

の人にかからないようにするとかです。温泉に通ずるお風呂文化の基本を銭湯で実践して子どもに伝

えていけます。 

 

 後に、銭湯には、シャンプーやせっけんや体洗いタオルを持っていきましょう。忘れても販売し

ているので大丈夫です。銭湯によってはベビーベットもあるので、便利です。  

 

 いつかは温泉気分ではなくて、本当の温泉に連れて行ってね。 

 

 

 

平成 23 年度 子育て支援モニターI.Y（町屋） 

 
▲銭湯に入ろう 

http://www.city.arakawa.tokyo.jp/kosodate/docs/service/000/000230.html
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子どもの病気 

 

 自分自身で子どもを持ってはじめて知った「生きる奇跡」。こう

やって、なにもなかったかのようにこの歳まで生きてこれたこと、

現在大人になって暮らしている人たちはまるで「奇跡」のように

感じます。この世の中にはどれだけの病気があり、時代とともに

どれだけの新しい病気が増え続けているのか・・・ 

 「子どもの熱なんて・・・」と何度も何度も言われ続け、何度

も何度も自分の子どもが危険な状態になりその度に生きた心地は

せず、何も出来ない自分に「何故あたしは医者ではないのか」問

い続けたことか。基本的には「子どもの熱はなんて」でいいので

しょう。熱を出して下がって、この繰り返しで強くなっていくのでしょう。 

 しかし、稀にそうはいかない子どもが存在します。その理由、原因は不明です。風邪の熱や、子ど

もが良くかかる病気たとえばアデノウィルスなどの熱がでたらそのまま下がることはなく上昇した

ままのために即入院、原因も不明なためただただ点滴で熱を下がるのを待つのみ。決して普段から体

が弱い子どもというわけではありません。 

 

 大きな問題は原因が不明なため毎回この症状になって入院しても病名がないため、次に近所の病院

に連れて行って説明しても真剣に取り合ってもらえないことや、同じ事をいろんな人に何百回と説明

しなくてはいけなかったり、保育園に相談しても全て「子どもの熱はね・・・」で終わってしまうこ

とです。そして保育園の決まりで食後薬を飲ませることが出来ないことはわかっていてもなるべく高

い熱がでないようにするために症状が軽いうちに薬で治す方法をとることを勧められてもなかなか

受け入れてもらえなかったことはとても辛いことでした。せめて何か病名でもあれば真剣に、大変な

状態だとわかってもらえるかもしれないといつも、いつも思っていました。本当に大きなストレスで、

大きな問題でした。 

 一年に何度も入退院を繰り返すことが続きようやっと保育園でも薬を飲ませてもらえるようにな

りました。ここまでにかかった時間は 4 年です。それでも私にとっては本当にありがたく、わたした

ちにとっては大きな進歩でした。 

 

何度も入退院を繰り返す中、何度も心が折れそうになりました。

原因もわからない、病名もわからない、その度元気を取り戻すけれ

ど言われることはいつも「とりあえず大丈夫でしょう。病名は特に

ありません、原因もわかりません。何かあったらその都度対処する

しかありません」と、これだけです。そんな中ある一人の医師に言

われたことがあります。 

 子どもの病気は本当に不思議で、あれだけ大変な思いをしたのに

ある年齢に達するとその症状は一切出なくなること、そしてその後

は全く心配がいらなくなることや、現代の医療科学によっていろん

な病気が発見され名前はついたけれど原因はわからず治療法が見つかっていないものがたくさんあ

ること、そしてまだまだ名前もついていない病気がたくさん発見されているということを聞かされま

した。だから、自分の子どものこの状態も一時的な小児病とも考えられるし、歳を重ねて何かが発見

される場合もあるということでした。私はただただ、驚きました、そして言葉はなかったです。今後、

状況が変るたびにどうやってこの事を説明しわかってもらえばいいのだろうか、そう考えると、この
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まま歳を重ねるたびに自然に健康になってもらえることを信じるしかありません。 

 今もまだまだ幼い子ども、次に何が起こるか毎日毎日爆弾を抱えている気分ですが、現在では何か

起こるたび、相手に必死で説明することだけしか出来ません。でも母親とはすごいもので、今回は危

険かもしれない、今回は何とかなりそうだ、と理由なく判断が出来るようになっています。100％的

確な判断です。その勘にそって相手に説明するようにしています。勿論どんなときも必死ですが。 

 

 こんな綱渡りの子育てだから、いつも思います、一日一日育つ奇跡を。そして現実的なことでは現

代の子どもへの医療ルールに本当に感謝をしています。「もしも入院費や治療費を全額負担しなけれ

ばいけない状態だったら」と考えると時々自分から出てくる想いが恐ろしくなることがあります。 

 同時にいつも考えることは、日本のように恵まれた環境ではない中で育つ子どもたちのことです。

信じられない環境の中でも、医者に通えない中でも立派に育っていく子どもたちのことを考えると、

「生きる奇跡」を強く感じます。「強さ」より、「奇跡」と「神秘」を私は感じます。 

 

平成 23 年度 子育て支援モニターS.T（東日暮里） 

 

 

わが家の雨の日の過し方 

 

 もうすぐ 1 歳になる息子は肌が敏感で、雨水に触れるとすぐに肌が真っ

赤に腫れてしまうため、雨の日や雨になりそうな日は極力自宅で過ごすよ

うにしています。 

 自宅で親子二人だけだと、どうしてもビデオを見るなどワンパターンに

なってしまいます。時々、同じマンションに住むいとこの子ども（4 歳の

女の子）と一緒に遊んでいます。年齢差があるのですが、息子はいとこの

子どもの後をくっついて、一生懸命真似をしようとします。いとこの子ど

もはお姉さんらしく、危なくないように気を配ってくれたりと精一杯、お

世話をしてくれます。小さな子ども同士良い刺激になっているようです。 

 

 近、やっと立って歩けるようになってきました。まだまだ 4～5 歩、

歩いては尻餅をついてしまうことが多いです。そのため室内あそびが中心

ですが、これからは外で遊ぶ機会が増えてくると思います。今までは初め

ての子育てに余裕がなく、ひろば館や子ども家庭支援センターの催しにも、

あまり参加していませんでした。しかし、モニター経験を通して、荒川区

の子育て支援についての様々な情報を頂いたので、今後は色々参加してみ

たいと思っています。 

 

 放射能問題も大変気になりますが、荒川区でも放射能値の測定が始まっ

たので、外遊びする際の参考とするため、チェックしていきたいです。 

 

 

 

 

 平成 23 年度 子育て支援モニターS.Y（西日暮里） 

▲雨の日は自宅で過します 

▲いとこの子どもと一緒に 

▲やっと歩けるようになって 
きました 

http://www.city.arakawa.tokyo.jp/kosodate/menu/facilityarea/index05013.html
http://www.city.arakawa.tokyo.jp/kosodate/docs/facility/000/000025.html
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わがやの手作りオモチャ 

 

主人の仕事の都合で平成 23 年 2 月に大阪から西尾久へ引っ越し

てきました。現在、1 歳 8 か月の娘がいます。東京への引越しが決

まる前は復職予定でしたが、引越しを機に専業主婦となりました。 

 毎日子どもと遊ぶのに、子どもが飽きないように色々な子育てサ

ロン、ひろば館、公園へ出かけています。 

 その遊び場で見つけた玩具をまねして手作りしています。その手

作り玩具を紹介したいと思います。 

 

■手作りおもちゃの中で一番のお気に入り 

 同じ物を作った方も多いと思います。ペットボトルの蓋を二つ合

わせて中にビーズを入れています。丸だけでは物足りないので、四

角も作製しました。 

四角は安い角材を使用しています。 

 サロン等ではミルクの空き缶を使用していましたが、既に卒乳し

ていたので、我が家では百円均一ショップでポットを購入し代用し

ています。 

 

■チェーンを使用しています 

 幼児体験教室で楽しそうに遊んでいたので、家でも作製しました。 

ペットボトルの蓋と違い、長いので入れるのは難しく真剣な顔でチ

ェーンを入れています。 

 くわえたまま上を向き、チェーンが口の中に入りそうな事があっ

たのでビックリしたこともあったので注意が必要です。 

 

■書店で見つけた本を簡単にアレンジ 

 練習も兼ねて各窓にはリボン、ボタン、マジックテープを使用し

ています。窓を開けるとウサギ、クマ、イヌ、ゾウが出てきます。

動物の名前を覚える練習にもなります。 

 

 他にも作製中の物もありますが、代表的な 3 点を紹介しました。 

 全ての材料は百円均一ショップで購入し、お金をかけないよう気

をつけています。 

 次回はおままごと遊び用キッチンセットを作る予定です。 

 

 

平成 23 年度 子育て支援モニターO.M（西尾久） 

 

 

 

 

 

▲お気に入りの手作り 
おもちゃ 

▲チェーンを使用 

▲本を簡単アレンジ 

http://www.city.arakawa.tokyo.jp/kosodate/menu/facilityarea/index01003.html
http://www.city.arakawa.tokyo.jp/kosodate/menu/facilityarea/index01003.html
http://www.city.arakawa.tokyo.jp/kosodate/menu/facilityarea/index05013.html
http://www.city.arakawa.tokyo.jp/kosodate/menu/facilityarea/index06015.html
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 ちいさなサンタ 

 

 我が家には、3 歳の長男と 6 か月の長女がいます。 

 3 歳の長男は保育園に通っていますが、娘はまだなので 10 月から

毎週月曜日に西日暮里二丁目ひろば館のねんねタイムに参加してい

ます。 

 

 同じ 0 歳児の赤ちゃんのお友達の中で先生と一緒に手遊びをした

り、絵本を読んでもらったりします。上の子がいると、そういうゆ

ったりした時間というのはなかなかとれないので、私と娘にとって

貴重な時間です。月に一度、身長や体重を測れるのもありがたいで

す。 

 

 かわいい赤ちゃんがいっぱいでそれだけでも癒されるのですが、

やっぱりママ同士の会話に花が咲きます。 

 二人目といっても忘れていることが多いので、同じ月齢やちょっ

と上の子を見たり話を聞いたりすると、いろいろ参考になります。

また、ご近所の方が多いので、お得なお店の情報等も教えてもらっ

たりしました。 

 

ねんねタイムは 15 分程度なのですが、いつもその後 1 時間くら

いおしゃべりして、そのままランチタイムです。同じ場所にテーブ

ルを出していただいて、ランチさせてもらえるのです。赤ちゃん連

れで大人数だと、外食は難しいので本当にありがたいです。 

 離乳食を食べている子も、お弁当気分で楽しそう。ママ達にもい

い気分転換になります。 

 

 12 月はねんねタイムが少なかったので、お友達のマンションのラ

ウンジをお借りしてクリマスパーティーをしました。 

 ノンアルコールのシャンパンに、有名店のケーキ、オードブルを

みんなでつまみました。大人数だったので、普段は買えない大きな

ケーキを食べることができました。ママになると、お酒を飲むよう

な忘年会にはなかなか参加することがないので、こういうパーティ

ーは本当に楽しかったです。 

プレゼント交換もしたのですが、ウチは赤ちゃん用サンタセット

（帽子とスタイ）をゲット！ちいさなサンタさんに変身！ 

 

 帰宅後、お兄ちゃんにサンタ姿を見せると、お兄ちゃんもマネし

てトナカイに変身！お兄ちゃんが大好きな娘は大はしゃぎ！ちいさ

なサンタさんから、笑顔のクリスマスプレゼントをもらいました。 

 

 

平成 23 年度 子育て支援モニターN.K（東日暮里） 

 

▲身長測定中！大きくなったかな？

▲赤ちゃんがいっぱい！ 

 

▲大きなケーキ美味しかった！

 

▲我が家のトナカイと小さなサンタ

http://www.city.arakawa.tokyo.jp/kosodate/docs/facility/000/000502.html
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2011 年のクリスマス 

 

 我が家には 3 人の兄弟がいます。 

 年齢は、10 歳、5 歳、2 歳と様々なので、それぞれのクリスマスの

楽しみ方があるようです。 

 

 まず、長男ですが、そろそろサンタさんの存在を疑う頃かと心配し

ていましたが、例年通りサンタさんに手紙を書きました。自分ががん

ばっていること、サンタさんへ去年のお礼と今年のプレゼントのお願

いが書かれていました。次男と欲しいプレゼント（wii のソフト）が

重なったので、これは一緒に使えるので次男にお願いし、自分は別のおもちゃを頼んでいました。

ちゃっかりしています。 

 

 次男は、 近、文字が書けるようになったので、長男のマネをして、楽しみながら鏡文字（左右逆

になったひらがな）混じりの手紙を書きました。 近の楽しいこと、欲しいものが書かれていました。

ただ、うちはマンションなので「煙突がないので、お家に入ってこられないんじゃない？」と心配し

ていました。 

 

 三男は、サンタさんからのプレゼントを理解していないので、兄達と相談して、プレゼントを決め

ます。本人は、ケーキを食べられれば満足のようです。 

 

 「ママは、何をお願いするの？」と聞かれるので、もちろん子どもたちと一緒にサンタさんにお願

いします。 

 

 こうやって明確にすることで、プレゼント内容にブレがなくなり、子どもたちも日々、クリスマス

直前まで楽しみに願っています。サンタさんも、直前に「やっぱり、アレにしよう！」なんて心変わ

りをされても困るので、キチンと書いてもらうと助かると思います。 

 

今年のクリスマスは、休日だったので昼間はドングリ拾いをして過ごし

ました。 

 24 日の夜になると、枕元にサンタさんがプレゼントを置いて行ってくれ

るのですが、24 日の夜は興奮のあまり布団の中でわくわくしながら話題が

尽きず寝るのが遅くなるし、25 日朝は飛び起きてプレゼントの袋や包装を

開けるので本当に賑やかです。 

 

 枕元に置いて寝たサンタさんへのお手紙は、サンタさんが持って帰って

読みます。サンタさんは、その手紙を大事に大事に持っていてくれます。 

 

「来年もいい子にしているので、プレゼントくださいね。 みんなより」   

 

 

 

平成 23 年度 子育て支援モニターS.Y（西日暮里） 

▲サンタさんへお手紙 

▲ドングリ拾い 
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双子育児 

 

 我が家では、初めての子どもが一度に 2 人やってきました。 

 初めての出産、プラス一度に 2 人。正直、出産がゴールのような

感じだったので、生まれてからは手探り育児。 

 でも、なんだかんだと大きな病気もせず、たくましく育ってくれ

ました。 

 

 先輩の双子ママからは「3 歳までが勝負だよ」と聞いていたので、

自分に「あと少し、あと少し」と言い聞かせ 2 年数か月頑張ってき

ました。 

 そんな娘たちも今年 3 歳を迎えますが、昨年より保育ママに預け

ることができたので久々に社会復帰をし、育児と仕事の両立を何と

かこなしています。 

 預けるようになってから娘たちも言葉を覚えたり、自分のことを

できるようになったり自立してきていて 2 人で楽しんで遊んだりで

きるようになってきました。 

 その甲斐あってか、私も職場では母ではなく社会人として仕事に

打ち込むことができ、同僚とは娘たちの話を楽しくできるようにな

りました。 

 

 先日、会社のボーリング大会が休日にあり、子どもとの参加も可

能だったので一緒に参加してきました。 

 事前におもちゃのボーリングを祖母に買ってもらっていたのでイ

メージはできていたのですが、本物のボーリング場は初体験でした

が親子で楽しくボールを転がして遊びました。1 本でもピンが倒れ

ると大はしゃぎ！「また、ボーリング行こうね！」と帰り道お話を

してくれたのが印象的でした。 

 

 2 人の育児を通して、書ききれない程たくさんのことがありまし

たが、大変な時期が一番可愛い時期だと思いました。これからも娘

たちとたくさんふれ合っていこうと思います。 

 

 

 

平成 23 年度 子育て支援モニターW.E（南千住） 

▲二人で歯みがき 

▲二人仲良く 

http://www.city.arakawa.tokyo.jp/kosodate/docs/service/000/000222.html
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晴れの日のお散歩 

 

 我が家にはもうすぐ 2 歳になる息子と 6 歳の娘がいます。 

 お姉ちゃんが保育園に行っている間、とにかく歩きたい！息子と

のお散歩コースを紹介します。 

 

■尾竹橋スロープ 

 まだ公園の遊具にさほど興味がなく、とにかく歩いたり走ったり

したい息子なので、遊具のたくさんある公園に連れて行っても、公

園の外に脱走してばかり。それならいっそのこと、 初から何もな

いところをめいいっぱい歩いてもらおうと思い立ちました。 

 初めて隅田川を見たのもここ。水がいっぱいあることに驚いた息

子はずっと言葉もなく凝視。「川だよ」と教えると、「かわ」と言い

ながら 2、3 歩歩いて、また「かわ」と繰り返していました。 

 尾竹橋付近の工事は終わったようで、スロープは団地の方へ長く

長くなっていました。どこまで続いているんだろう、もう少し暖か

くなったら歩いていこうと思っています。 

 スロープと隣接してガスト、ドンキホーテ、ダイソーなどがある

ので、いろいろ便利です。オムツ交換台やベビーカーごと入れるト

イレもあります。お買い物の前や後、ちょこっとこのスロープでお

散歩して帰るという日も多いです。 

 隅田川の対岸にある尾竹橋公園は桜がとっても素敵なんですよ！ 

春までもう少し！楽しみです。 

 

■尾久の原公園 

 荒川区民の定番ですよね!?  

 今朝はどうりで冷えると思ったら、公園に行ったら池が凍ってい

ました！でも、こうした小さな自然を感じることって本当はとても

大切なことですよね。 

 さて、息子は滑り台で何回か遊んだ後は、放牧状態。ここなら走

っても、転んでも大丈夫だよ！思いっきり駆けていいよ！ 

 一番近いスーパー ライフの 2 階にはオムツ交換台やベビーカー

ごと入れるトイレもあります。このスーパー、エスカレーターしか

ないと思っていたのですが、なんと、店員さんにお願いすると業務

用のエレベーターを使わせていただけます。ベビーカーだとエスカ

レーターでは面倒なので本当に助かっています。 

 日々のお買い物とセット！で効率よくお散歩したいですよね。 

 

平成 23 年度 子育て支援モニターU.E（町屋） 

▲尾竹橋 

▲長いスロープ 

▲尾久の原 

▲遊具 

http://www.city.arakawa.tokyo.jp/kosodate/docs/facility/001/001466.html
http://www.city.arakawa.tokyo.jp/kosodate/docs/facility/001/001458.html
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荒川区でのお出かけ 

 

 我が家には、現在 1 歳半の男の子がいます。 

 結婚した時、地代や交通の便を考えて荒川区に引越してきました

が、子供が産まれてから子育てに力を入れている区だと知りました。 

 

 私が日常的に出かけているのは、ふれあい館や子ども家庭支援セ

ンターの乳幼児用フリースペースです。 

 家からは徒歩 3 分位のところに花の木ひろば館があり、先生も顔

を覚えてくださっていて、フレンドリーに話しかけてくれます。 

 今はもちろん、お出かけが大変な低年齢の時、とってもとっても

助かりました。 

 

さて、ちょっと前ですが、11 月の寒い日に荒川遊園に遊びに行っ

た時の事を書こうと思います。 

 その頃、息子は丁度歩き始めた頃でした。 

 

 区で配られているきっずニュースにその日はアシカショーと書い

てあったので、見に行く事にしました。 

 都電で行き、モニター会議で仕入れた情報通り、都電一日乗車券

の切符を見せたら入場料は無料になりました。 

 

 まだハイハイで移動しているので遠出は大変だし、親子共々すぐ

疲れてしまうので、近くに小さい遊び場があるのは助かります。 

 

 まず観覧車に乗り、次は動物コーナー、アザラシショーを見て、

後に電車の模型で遊んできました。アザラシ、近くで見れました！ 

 

 お出かけが段々楽になってきたので、そろそろフリーパス（平日

限定 1200 円 乗り物乗り放題）を購入したいと思っています。 

 

平成 23 年度 子育て支援モニターM.M（東尾久） 

 

▲アザラシショー 

▲前日に産まれたやぎの赤ちゃん

http://www.city.arakawa.tokyo.jp/kosodate/menu/facilityarea/index05014.html
http://www.city.arakawa.tokyo.jp/kosodate/docs/facility/000/000025.html
http://www.city.arakawa.tokyo.jp/kosodate/docs/facility/000/000025.html
http://www.city.arakawa.tokyo.jp/yuuen/
http://www.city.arakawa.tokyo.jp/kosodate/docs/service/000/000246.html
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こんにちは！赤ちゃん 

 

 昨年の 8 月に第二子となる次男を出産しました。長男は 3 歳。次男がお腹

にいるときから、赤ちゃん返りはあったものの、お兄ちゃんっぷりを発揮し

てくれてます! 

 今回は里帰り出産をしたのですが、ちょうど同じ時期に私の妹も第三子を

出産したので里帰り中。とても賑やかに赤ちゃんを迎えました。 

 長男は年の近いいとこたちが遊び相手、私自身の手が空かなくても、大人

が他にいるから赤ちゃんも抱っこしてもらえる、とても楽な産後を過ごしま

した。 

 産後 1 か月健診を終え、一抹の不安を抱えつつ自宅に戻り、いよいよ 2 人

の子育てがスタートしました！ 

 主人は平日は朝早く、帰りは遅く、育児は週末のみ。日中長男は保育園い

っているので、赤ちゃんと 2 人。これが 2 人目の余裕!?とばかりに手がかか

らない次男。母乳をたくさん飲み、よく寝る子で大助かりです。3 年ぶりの

赤ちゃんのお世話は、新鮮でとても楽しく子育てしてます。 

 次男が泣いていても、長男があやしてくれたり、それなりに遊び相手にな

るようです。頼もしい戦力！ 

 でも、長男もまだまだ 3 歳。ママに甘えたい時の方が多いので、保育園か

ら帰ったらとにかく長男を優先。赤ちゃんには少し我慢してもらいます（こ

のあたりが 2 人目って感じです）。次男が泣いても、「今はお兄ちゃんの番だ

からね、待ってね」と長男を抱っこ。しばらくすると、長男から「おっぱい

欲しいって泣いてるよ！おっぱいあげて!!」とママを次男に譲ります。弟がで

きて、ママを独り占めできなくなって、ストレスもあるはずですが、やさし

い長男に成長してます。 

次男を妊娠中は 3.11 の地震（当時妊娠 5 か月）があり、そのあとの放射能

の問題、切迫早産気味になったり、産まれる前に激しい長男の赤ちゃん返り。

正直、妊娠してはいけなかったのかとひどく悩みました。でも、私のお腹に

きてくれたのは、必ず意味がある事と思い、前向きになれました。 

 今、次男は 6 か月になり、すくすくと成長中。春には長男と一緒の保育園

に入園します。私も仕事復帰を控え、いかに効率よく育児、家事、仕事をこ

なせるか、1 日の流れをイメージトレーニング中です。 

 私自身、年子の妹がいます。離れてくらしているけど、妹が大好きです。両親に妹を産んでくれて

ありがとうと感謝しています。子どもも兄弟仲良く、思いやりを持って成長してくれたらと思いなが

ら、毎日 2 人の寝顔をみています。 

 子どもを育てていく事で、いろんな事に気づかされますし、親として考えさせられることもたくさ

んあります。子どもたちが私を選んでくれたことに感謝をして、これからも子どもたちと共に歩んで

いきたいです。 

 

平成 23 年度 子育て支援モニターT.E（荒川） 

▲2 人の子育て奮闘中 

▲頼もしい戦力 

▲2 人の寝顔 
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我が家の雨の日の過ごし方 

 

 我が家には 3 歳の娘ともうすぐ 1 歳になる息子がいます。 

 普段は、外遊びが大好きな娘をいかにして満足させるか、我が家

の雨の日の過ごし方をご紹介します。  

 

■バスタオルを使って 

 ひろば館のイベントでやっていた遊びのひとつで、大判バスタオ

ルに娘を乗せて、タオルの両端をパパとママで持ってゆりかごのよ

うに揺らします。ダイナミックな動きが大好きな娘も息子も大好き

な遊びです。  

 また、大人一人の場合は、バスタオルに子どもを寝かせ、端をも

ってそりのようにひっぱります。これも、喜びます。 

 

■新聞ちぎって 

 新聞をビリビリちぎって、投げ合ったり、上からまいたりします。

また、新聞で兜を作ったり、目の部分をあけて、かぶってみたり。

家は散らかりますが、1 歳の息子が好きで親子で一緒に楽しめます。 

 

■簡単クッキング 

 ホットケーキミックスを使って、簡単なパンを作ったり、ホット

ケーキを焼いたりします。卵をわって、牛乳入れて、かき混ぜて。

娘の大好きな作業で、自分が作ると美味しいと、大喜びです。 

 

雨の日は気分も憂鬱になりますが、子どもの笑顔が親を元気にし

てくれます。お金をかけず、家にあるもので、これからも子どもと

一緒に笑顔で過ごしていきたいです。 

 

 

平成 23 年度 子育て支援モニターS.K（西日暮里） 

▲お料理に挑戦 

▲アンパンマンの顔にデコ 

▲おいしそうにできました 
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利用しています！荒川区の公園や施設 

 

 我が家には年中の男の子と 2 歳の女の子がいます。 

 遊び場は主に周辺の公園ですが、季節ごとにさまざまな公園を利

用しています。 

 春には、しだれ桜がきれいな尾久の原公園へ、夏には噴水のある

汐入公園や滝がある天王公園で遊んだり、秋にはオタマジャクシが

いっぱいなせせらぎ広場で楽しんでいます。荒川自然公園では自転

車や三輪車の練習にいって、どんぐりをたくさん拾って帰ることも

ありました。あらかわ遊園では小動物とのふれあいも楽しんでいま

す。 

 寒い時期は、親としては屋内で遊んでほしいのですが、屋内の遊

び場はお兄ちゃんが活動的になってきてしまったので、比較的小さ

な子どもが多く危険が伴うので二人一緒にはなかなか連れて行けな

くなりました。 

 その点、荒川スポーツセンター内のキッズルームは、年齢に配慮

して別々の設備があり、トレーナーの方もついていてくれるので二

人別々に違う場所で遊んでいても安心です。遊び場の真ん中で、5

歳と 2 歳の二人をみていることができるキッズルームなので安心で

きます。 

下の子だけを連れておもちゃ図書館やふれあい館はよく行きます。 

 うちにはないオモチャでどのように遊ぶのか観察できるので、こ

んなことできるんだ！という発見にもつながり、親としては非常に

ありがたいです。 

 私にとってもママ友をつくったり、リサイクル等のイベントを知

ることで、情報収集の場所・行ってよかったと思える場所です。 

 また、土日のイベントには家族みんなで積極的に参加します。 

 子ども祭り等、ヨーヨーや風船・お菓子がもらえるようなイベン

トはふれあい館をはしごします。 

 去年の汐入ふれあい館のマジックショーは、プロのマジシャンが

来られて息子の興奮した姿が印象に残っています。お祭りでは、ゲ

ームをして獲得したお菓子を誇らしげにしている姿は親の喜びにも

なります。来月予定の影絵も「かかし座」の方がいらしてくれるよ

うなので楽しみにしています。 

 このように我が家では区内の公園や施設を利用して遊んでいます。

今後も子どもたちの成長により遊び方も変わってきますが、区内の

施設をフルに利用したいと思っています。 

 

平成 23 年度 子育て支援モニターU.S（南千住） 

▲荒川自然公園で三輪車 

▲おもちゃで遊べます 

 

▲あらかわ遊園で小動物とふれあい

▲どうやって遊ぶのかな？ 

http://www.city.arakawa.tokyo.jp/kosodate/docs/facility/001/001458.html
http://www.city.arakawa.tokyo.jp/kosodate/docs/facility/001/001459.html
http://www.city.arakawa.tokyo.jp/kosodate/docs/facility/001/001469.html
http://www.city.arakawa.tokyo.jp/kosodate/docs/facility/001/001477.html
http://www.city.arakawa.tokyo.jp/yuuen/
http://www.city.arakawa.tokyo.jp/kosodate/docs/service/002/002002.html
http://www.city.arakawa.tokyo.jp/kosodate/docs/facility/001/001779.html
http://www.city.arakawa.tokyo.jp/kosodate/menu/facilityarea/index05014.html
http://www.city.arakawa.tokyo.jp/kosodate/docs/facility/000/000116.html
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寒くても外で遊ぶ！ 

 

 我が家は共働きの 4 人家族です。 

 休みの天気の良い日は、冬でも外で遊ぶようにしています。 

 

 近くのあらかわ遊園はもちろん、周辺の公園や、車で足立区の広

い公園によく行きます。 

 

 男二人の兄弟ですが、同じように共働きの、近所の友達を誘って

行きます。子どもたちだけで、かけっこや鬼ごっこ、かくれんぼを

してる間に親たちは、学校や保育園、子育てに関する情報、ニュー

スや、それぞれの仕事の話をしています。 

 

 子ども達は一通り遊び終わると、私たちとの鬼ごっこをしたがり

ます。パパチームが鬼になったり、ママチームが鬼になったりしま

すが、ママチームが鬼になると、パパたちは「本当の鬼だぞ！」と

言って子どもたちをあおります。 

 

夕方まで遊んで家に帰ると、そのまま飲み会になります。 

 子ども達はお風呂に入り、ママたちは食事の支度、パパたちは飲

み物の買い出し。 

 外でたっぷり遊んだので、みんな食欲旺盛です。 

 

 こうして休みが終わり、また 1 週間子どもたちも親たちも頑張れ

ます。 

 

 

平成 23 年度 子育て支援モニターA.M（西尾久） 

 

▲公園で楽しみます 

▲友だちを誘って 

▲兄弟 2 人で 

http://www.city.arakawa.tokyo.jp/yuuen/
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ツインズクリパ 

 

 12 月某日、あるマンションのパーティルームで双子のクリスマス

会をしました。汐入の双子の会で知り合ったツインズ 6 組が集まり

ました。大人 6 人、乳幼児 12 人、総勢 18 人です。パーティルーム

前には横並びの二人乗りベビーカーが数台並んでいたので、通りか

かった方は驚かれたと思います。 

 

 12 月に双子の会の開催がなかったので、「じゃあ、自分たちで集

まろう！」と言って集まったのがきっかけで、今回で 2 回目です。 

 双子のお出かけってやっぱり大変で、みんなで元気に集まれただ

けで大成功！なんです。（自己満足） 

 

 食事はデリバリーして、スイーツは近所で調達して、パン教室の

先生をされているツインズママが、ガトーショコラを焼いてきてく

れました。ちなみに、前年はクグロフ！ 

 おなかがいっぱいになった子から順に持ち寄ったおもちゃで遊ん

だり、DVD を見たりして過ごしました。その間、ママたちはたっ

ぷりおしゃべりを楽しみました。でも、あちこちでおもちゃの取り

合いは行われています。 

 

 私は娘二人の二児の母ですが、ツインズの上にお兄ちゃん、お姉

ちゃんがいる三児、四児のママやワーキングママなど、みなさんた

くましくて、いつもいい刺激を受けています。 

 4 月に保育園や幼稚園に入園するお友達もいて、双子の会の顔ぶ

れも変わってくるでしょうが、次のクリスマスもまた集まれたらい

いなと思っています。 

 

 

 

平成 23 年度 子育て支援モニターK.Y（南千住） 

▲デリバリーした食事 

 

▲スイーツと手作りガトーショコラ

http://www.city.arakawa.tokyo.jp/kosodate/docs/event/002/002770.html
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我が家のお正月準備 

 

 我が家ではお正月に始まり、節分、ひな祭りと季節の行事を大切

にするようにしています。働きながら家事・育児をしていく中で、

子どもと過ごす物理的な時間はどうしても限られてしまい、毎日が

本当にあっという間に慌ただしく過ぎてしまいます。そのため、季

節の行事を取り入れることで、子どもとの時間をきちんと作ってい

き、様々な出来事を一緒に体験し、思い出を共有することでコミュ

ニケーションを深めたいと思っているからです。 

 

 そんな我が家の一大イベントのひとつが、お正月の準備です。ど

ちらかというと、お正月そのものよりも、お正月に向けての準備の

方が毎年盛り上がっているかもしれません。 

 

 まずは、大掃除から始めるのですが、娘たちが 3 歳と 4 歳になり、大切な戦力として活躍してくれ

るようになり、遊びながらもちゃんと役に立ってくれるようになりました。 

 彼女たちにとって一番大切なのは、なんといっても服装です。普段と違うお洋服が着られること、

ママと同じような恰好ができることが一番のモチベーションになります。 

 見た目を整えたら、あとは掃除にいかにエンターテイメント性を持たせるかるかです。子ども用の

かわいらしいモップを買ったり、家族で競争したりと遊びながら楽しくお掃除をすることで、お掃除

好きになり、我が家のお掃除の担い手になって欲しいと思っています。 

 

さあ、お掃除が終わったら、いよいよお正月飾りの準備です。我

が家では、毎年近所の商店街でお正月飾り一式を購入し、玄関と家

の中に飾ります。お正月飾りは勿論スーパーでも売っているのです

が、地元の商店街で買うのが我が家のこだわり。商店街で買い物を

しながら「お子さん大きくなったね」なんていう会話ができるのも

楽しみの一つです。子どもたちにも商店街を含め近所の方々と触れ

合いながら荒川っ子として元気に育って行ってもらいたいと思って

います。 

 

 お正月の準備を通じて地域の皆さんとの交流も図れることが、我が家でお正月よりもお正月準備の

方が盛り上がる理由の一つなのかも知れません。この後、年越しに向けておそばを食べるのですが、

こちらも、もちろん商店街で買った地元のおそば。東京という便利な都会にいながら、田舎にいるよ

うな温かみを感じられる荒川区が私たち家族はとても気に入っています。 

 

 

 平成 23 年度 子育て支援モニターA.M（東日暮里） 

 

 

 

 

 

▲大掃除中 
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