
 

 

 

 

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/002/002268.html
http://www.city.arakawa.tokyo.jp/kosodate/docs/service/000/000567.html
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我が家の手作りオモチャ 

 
子育て支援モニターをさせて頂き、2年目となる娘2歳児の母です。
我が家の手作りオモチャを紹介します。 
 
■キッチンカウンター 

オモチャ収納用棚の上を利用し、キッチンセットを作りました。 
•ガスコンロは百円均一で購入 
•蛇口はクレンジングケースの一部 
•流しの部分はタッパー 

 •オタマ、お皿等立てる所は牛乳パック 
を使用しています。   
 
■アンパンマン 

フェルト生地でアンパンマンを作成しました。 
 百円均一で購入した収納ケースです。 
同じケースがいくつもあり、ケースごとにオモチャを分類してお

片づけするようにしています。 
その一つにアンパンマンのオモチャ全てを納めています。 

 
■水遊び 

2 リットルのペットボトルの下半分をカットしてジョウロを作り
ました。 

これから色々な所で水遊びが出来るので持参する予定です。 

水を入れるとシャワーのように水が出るよう各所に穴を開けてい

ます。 

 
■数字あそび 

書店で見つけた本をアレンジしました。 
数字の後ろにはマジックテープがあるので順番に並べれるよう練

習しようと思います。 
今後はりんごとかを作り、数字とりんごの数あそびができればと

思います。 
 
 

平成 24年度 子育て支援モニターO.M（西尾久） 
 

 
▲キッチンカウンター 

 
▲アンパンマン 

 
▲水遊び 

 
▲数字あそび 
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ここで子どもを育てると決めてから 

 
私には、四人の子どもがいます。上から、反抗期真っ最中の中 1。

面倒見の良い小 5。もう少しで、一年生の 6歳。生意気盛りで、も
まれながら、甘ったれの 2歳。いつでも、毎日忙しく過ごしていま
す。 

 
特に、インフルエンザにかかった時は、大変でした。自分自身も

微熱があっても、洗濯物やお腹の空いた子の食事の世話をしながら、

いつの間にか無理やり治していました。全ての子どもが完治するま

で、約 1か月かかります。 
 
また、新学期、季節の変わり目には、新しい学習用品、月謝等々

先立つ物が必要です。あまり、ネガティブな事を挙げれば、キリが

ありませんが、こういうグチを話し合えるのは、やはり主人ではな

く、運良く知り合えた同じ世代のいる子育てママです。 
秋になれば、幼稚園、小学校を決める季節になり、母親達は、情

報収集に一生懸命になります。誰もが、より良い環境に我が子を置

きたいと思うものです。そのような時期になった時には、決してイ

ンターネットや勝手に作り上げたイメージで、子どもの進路を判断

しないで、卒業生や実際に通園通学している人の声を良く聞いて欲

しいと思います。 
 
子どもは、ケンカをしたりしながら、先生や近所の大人に見守ら

れて大きくなります。この荒川の土地で、大人になった時、小さい

頃の思い出を語り合えるような子育てをしていきたいと思っている

今日この頃です。 
 
 
平成 24年度 子育て支援モニター S.T（東日暮里） 
 

 
▲子どもたちも仲良く 

 
▲見守られながら大きくなります 

 



 3

夏の乗り切り方 With小学生と幼児男子二人 

 
1年半前に他区から町屋に越してきた我が家には、8歳（小 2）と

1歳 11か月の男子がいます。私は、月の半分強ほど日に 4～5時間
仕事をしながら在宅で育児をしています。普段は、下の子の昼寝の

間と、夜に子供が寝付いてからが仕事の時間になります。 
 仕事の日は、時間との戦いです。まして夏休みは、上の子がドタ

バタしているため、下の子が落ち着いて昼寝できず、仕事の時間を

確保することができません。それでも通常通りの仕事量。しかも毎

日暑い！そんな中、夏を乗り切るのにお世話になったものを紹介し

ます。 
 
■ひろば館で、くまっちふれあい夏祭り 

 下の子はあまり利用することがないひろば館ですが、この夏祭り、

何が素晴らしいかというと、幼児と小学生が一緒に参加できる時間

帯が設けてあるところです。 
 幼児と小学生は、行事等や、施設が使える時間帯が分けられてい

ることが多く、仕方のないことですが、夏休み中は困りものなので

す。例えば、保育園の水遊びなども参加するにも、上の子を数時間

とはいえ、「家に放置も心配だし」と、つい買物やら、家で過ごす羽

目になってしまい、親子共々ストレスをためる事になります。 
 お祭りでは、ダンスをみたり、お菓子屋があったり、なんとフラ

ワーアレンジメントまでできました。日ごろ、お花に触れる機会も

ないのに、意外と上の子が上手だったりして、私も下の子がやると

いうことで楽しんでしまいました。 
 
■上智保育園で一時預かり 

 もう仕事がスケジュール的に無理！という時、上の子がいない日

を狙って、下の子をお願いしました。ある程度長時間、集中しない

とできないので、本当に助かりました。しかも、家ではできない遊

びや、素敵なメニューのお昼やおやつ、他のお子さんとのふれあい

もあり、子ども本人にとってもいい事尽くめです。別れ際は泣きま

すが。 
 
■アウトレットのお買い物 

 遠出しなくても、アウトレットが楽しめます。熊野前には、ブラ

ウニーの切り落としが美味しい洋菓子の製造直売所、また、曜日限

定で鮭の切り身を安い値段で出す魚屋さんもあります。そして明治

通りにあるケーキ工場では、午前中に行かないと売切必至の数量限

定アップルパイ！どれもおいしくて、食べるたびに「お疲れ様、私」

と自分を褒めたりしています。 
 
平成 24年度 子育て支援モニターU.N（町屋） 

 
▲くまっち夏祭りで、ソースせんべい
初体験 

 
▲くまっち夏祭りで、ダンスを鑑賞 

 
▲くまっち夏祭りで、フラワーアレン
ジメント 

 
▲アウトレットなら、このボリューム
で 1200円 

http://www.city.arakawa.tokyo.jp/kosodate/menu/facilityarea/index05013.html
http://www.city.arakawa.tokyo.jp/kosodate/docs/service/000/000563.html
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我が家のお散歩コース 

 
我が家の 2歳 4か月の息子は乗り物にとても興味を持っています。

特に都電と新幹線が大好きで、車両名を暗記して言えるようになり

ました。いつの間に暗記したのか不思議ですが、スラスラと車両名

を言っている姿に驚かされています。 
 
 そんな乗り物大好きな息子のために、我が家では荒川区を走って

いる鉄道、バス、都電を使ったお散歩コースを数種類考えました。

コースを考えていると、荒川区はとても交通の便が良いと実感します。 
 息子の一番のお気に入りコースは、2 時間程かけて町屋へ戻って
来るコースです。 

1. 都バスで日暮里駅へ 
2. 日暮里駅から新幹線見物 
3. 舎人ライナーで熊野前へ 
4. 熊野前から都電で三ノ輪橋へ 
5. 素盞雄大神散策・南千住図書館で読書 
6. さくらバスで町屋駅到着 

 
 このようなお散歩コースを考えたことに、もう一つ目的があります。 
 息子は歩くのが苦手です。すぐに「抱っこ！ベビーカー乗る！」と

なかなか歩いてくれません。自分の足でお散歩するという目的があり

ます。その他に息子は場所見知り、人見知りが激しいようなので、色々

な場所へお出かけして、度胸をつける！という大きな目標もあります。 
 「歩いて色々な場所へお出かけするのは楽しい！」といった経験

をして欲しいという親の願いです。 
 
息子と一緒に乗り物に乗ってお散歩をしていると、人とのふれあ

いが沢山あることに気が付きました。 
 特に都電では乗るたびに、いろいろな方が息子や私たちに話しか

けてくださります。見ず知らずで、たまたま同じ都電に乗り合わせ

ただけですが、何気ない日常会話をするだけでとても心が温かくな

り、懐かしい感じがします。 
 お散歩コースを始めたばかりの頃の息子は知らない人に話しかけ

られると泣き出すことが多かったのですが、今はすっかり慣れ自分

から「こんにちは！」と挨拶できるようになりました。少しずつ成

長してきているのだと嬉しく思います。 
 
 これからも、乗り物に乗って、息子と色々場所へお出かけし、様々

なことを見て触れて体験していきたいと思います。息子の小さな進

歩、成長を見つけるのも楽しみです。 
 
平成 24年度 子育て支援モニターK.M（荒川） 

 
▲お散歩途中の様子 

 
▲はやぶさを見にお出かけ 

 
▲都バスに乗って 

 
▲荒川車庫前の整備工場にて 
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親子でオペラデビュー 

 
お盆明けに、同じマンションのママ仲間が主催する 0 歳から

参加 OK のファミリーコンサートに参加しました。ミュージシ
ャンを目指していた夫に似たのか元々音楽好きの息子（1歳半）
ですが、本格的なコンサートなど、連れて行けるほど大人しく

ないし、子どもだけ預けて自分だけ参加というのも気がひける

ので、めったにない機会ということで、即決で参加を決めまし

た。 
 会場である熊野前のアクト 21まで、自宅の日暮里から舎人ラ
イナーで行きました。また、今回のコンサートは、荒川区の教

育委員会の補助を受けており、ワンコインの 500 円で参加する
ことができ、しかも幼児は無料という破格のものでした。 
 
 当日は、私自身が入場受付を手伝うため、開場の 1時間位前に会場に到着しました。沢山の方の参加
があり、受付業務にしばらく集中し、いざ開演となったころ、託児の方にお願いしていた息子はすっか

り熟睡していました。普段、保育園などに通っていないため、大勢の子どもたちを見て、興奮しすぎた

のかもしれません。「あぁ残念、せっかくの親子で楽しめる機会なのになあ」と思いましたが、大人が

観ても童心に帰れる演出で進行していき、親しみのある曲がメインでしたので、私自身が十分楽しむこ

とができました。 
 しばらくして、息子も目を覚まし、子どものころにどこかで習った懐かしい歌や河童が出てくるオペ

ラを一緒に楽しむことができました。オペラというと敷居が高い気がしていましたが、劇のようなわか

りやすいもので、他の小さな子どもたちにも大ウケで、大人も子どももプロの声楽家の魅力と迫力に惹

き込まれていました。 
 
 会場は、フローリングの床に座るスタイルで、ちょっと立ったり座ったりする余裕があるので、椅子

にまだしっかり座れなかったり、眠ってしまう子ども連れでも楽しめるものでした。子育て中のママた

ちが作っている手作りイベントならではのイベントでした。 
 このような大人も子どもも楽しめるイベントで、ワンコインくらいで楽しめるようなものが、もっと

定期的にあったらいいのになあと思っています。 
 
 
平成 24年度 子育て支援モニターS.Y（西日暮里） 

 
▲親子でオペラ 
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下町のお祭り 

 
今年はとても暑い夏でした。 

 プールに海、ジャブジャブ池などにも、もちろんお世話になりま

したが、下町の夏と言えば、やっぱりお祭りです。 
 諏方神社の例大祭の時は、現在 4歳の長男が 1歳のころから町会
の山車にくっついて歩き、お祭り気分を味わっていました。 
 昨年生まれた長女も、首の座らないうちから体験済みです。 
 
 今年は長男が 4歳になったので、山車の前を歩く「先達さん」を
やらせてもらいました。 
 お化粧をして、お祭りの衣装に黒足袋に半被。準備だけでも楽し

そうなのに、いつもと違う雰囲気を察した長男が、「男の子だからお

化粧はしない！」と泣き出し、ちょっと困った空気に。 
 でも手馴れた町会のみなさんのおかげで、あっという間にお祭り

男に変身！みんなから「かっこいい！」を連発してもらい、すっか

りその気になっていました。 
 
 同じ保育園のお友達と一緒だったので、3 人で写真撮影！みんな
かわいい！ 
 大興奮だった子どもたちは、いざ歩き始めると、暑さでだんだん

ヘロヘロに。でも、こまめな休憩で冷たいジュースやアイスをもら

い、なんとか最後まで歩いてくれました。最後はご褒美のお菓子を

もらい、大喜びでした。 
 下の子たちも、暑い中ベビーカーでがんばってくれました！ 
 
夜は町会の盆踊り大会や、諏方神社の夜店へ。 

 お友達にたくさん出会って、盆踊りはほとんどせずに遊んでばか

りでしたが、すごく楽しそうでした。 
 夜店では、金魚すくいを初体験！一匹もすくえなかったけど、「次

はすくうんだ！」と来年の目標もできました。 
 
 毎年子どもの成長を感じられるステキな機会があるのは、とても

幸せなことだと思うので、地域の皆様に本当に感謝です。 
 そして、自分も親にお祭りに参加させてもらっていた記憶がある

ように、子どもたちにとって夏の楽しい思い出のひとつになってい

たら、うれしいです。 
 
 
平成 24年度 子育て支援モニターN.K（東日暮里） 

 
▲お友達と変身！ 

 
▲1時間くらい歩きます！ 

 
▲下の子たちはベビーカーで 

 
▲盆踊りにて 
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試行錯誤の幼児食 

 
我が家には、2歳 2か月になる息子がいます。 

 
 離乳食のころは、好き嫌いなく何でも良く食べて、将来どんだけ

食べるんだ？と家計の心配をしていたほどでしたが、幼児食に入っ

たころから好き嫌いがでて、ぺーっと吐き出すようになってしまい

ました。 
 今まで普通に食べていたブロッコリー、ほうれん草、きゅうり、

ピーマンなど緑色の野菜が主にダメで、最終的には苦手なものはよ

けるように食事をするようになってしまいました。 
 食事は成長の源でもあると同時に楽しみの一つでもある大事な時

間なので、好き嫌いなく楽しく食べて欲しいと、それ以来は試行錯

誤の日々です。 
 
 現在、苦手なブロッコリー、ほうれん草は大好きな人参と共にペ

ースト状にして「とうもろこしのフレイク」と牛乳を混ぜてコーン

スープを作ったり、厚焼き卵に入れて出したり、ピーマンは春巻き

やカレーに入れたり、細長く切ってチーズと一緒にワンタンの皮で

巻いて焼いたり、ピザトーストやホットサンドに入れて出すと食べ

てくれます。 
 
 ナスも苦手らしく、お味噌汁以外はどんな工夫をしても食べなかったのですが、スーパーに置いてあ

ったレシピの紙に載っていたナスのコンポートを作ったらとってもよく食べてくれました。 
 
 その他にも、グラタンはホワイトソースがちょっと固めだったり、ゆるすぎたりしただけで食べなか

ったりと一喜一憂の毎日ですが、まだまだ生まれてきて 2年、苦手な食べ物があって当然！私の努力＆
工夫次第なんだ！と思い日々料理の腕を磨き、幼児食の研究です。一生懸命作った食事を食べれくれな

かった時はとてもショックですが… 
 
 そのうちなんでも食べて大きく成長してくれることを楽しみに頑張っていこうと思います。 
 
 
平成 24年度 子育て支援モニターS.Y（西尾久） 

 
▲食事をする息子 

 
▲工夫して作った幼児食 
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出会いに感謝 

 
我が家の娘は、現在 3歳 5か月。来春より、幼稚園に通う予定です。 
 最近では習い事のリトミックにも通い、日々忙しく過ごすことが

楽しい様子です。 
 
 さて、私は娘が生後 7か月過ぎた頃から近所のふれあい館を利用
し始めました。 
 産後は、子連れ外出になかなか踏み出せずにイライラする日々。

そんな私に区職員の方々が声を掛けてくださいました。近くに知り

合いも居なく、見知らぬ所へ子連れで外出する事は、当時の私には

とても難しいこと。それでも、話を聞いてもらったり、ふれあい館

まで付き添って頂いたり。 
 
いざ、ふれあい館へ行ってみると、初めての環境に緊張している私

に、館の方が優しく接してくださり、ホッとしたのを覚えています。 
 その後は、ふれあい館を利用する機会が増えて、さまざまな行事

にも参加するようになりました。 
 
 娘も 2歳になる頃にはお友達も増え、私自身も楽しくお話しがで
きるママ友達にも出会い、一緒に行事に参加したり、時には家でお

互いの子どもを遊ばせながら、話しこんだりと、楽しい時間を過ご

しています。 
 ママ友達との出会いが無ければ、私のストレスはたまり続けてい

たであろうかと思うと、区の方達、そしてママ友達との出会いに感

謝しなければですね。 
 
産後に外出したいけどなかなか出れないと悩んでいる方へ。どう

か、一歩外に出てみてください。そしてもし、外出に慣れてきたら、

区内のさまざまな行事に出かけてみることをオススメします。 
 正直なところ、出産前には、区内の事は全く知らずにいましたが、

四季を感じられる行事がたくさんあるので、小さな子どもには十分

なお出かけが出来ると思いますよ。 
 
平成 24年度 子育て支援モニターY.M（南千住） 

 
▲都電を眺めて春のお散歩 

 
▲天王祭で山車をひいたよ 

 
▲ふれあい館でうどんを作ったよ 

 
▲みんなでお誕生会 

http://www.city.arakawa.tokyo.jp/kosodate/menu/facilityarea/index05014.html
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1歳児のイタズラ対策 お手伝い編 

 
イヤイヤ期も始まる 1歳児は、イタズラの範囲も広がり、内容も

高度化しています。 
 「あつぅい（熱い）、あつぅい、ね～」と言いながら電子レンジを

開け、「メ～」と人差し指であっかべーをしながら魚焼き器を触りま

す。 ※メ～は、我が家の「ダメ（目）～」の合図 
 テレビ台の下に侵入するので、テレビが落ちてきて危険なため、

その後テレビも撤去しました。 
 
 その我が家のイタズラ対処法は、お手伝いです。暇にしていると、

悪さを始めるので、お手伝いをお願いします。コップのお運びや、

慣れてきたら、落ちても平気なパンなどを載せたお皿も、神妙な表

情でバランス取りながら運んでくれます。 
 更に、レタスなどの葉物をちぎってもらいます（床が濡れても良

いように、机の下には新聞紙を敷きます）。初めは、一枚だけがみじ

ん切りで、残りは元の姿でしたが、段々と上手になりました。床の

あちこちにレタスが散り、葉っぱを入れて欲しいザルは空っぽで、

その周りの机の上に葉っぱが散らばっているのは、お愛嬌。その間、

静かだったことを思えば、小言も押込みます。 
 
 そして、一番の秘密兵器は、お豆のさや取りです。初めは、大きい

空豆からスタート。さやを開けて渡すと、一生懸命つまんでお豆を取

り出します。グリンピースでは小さな指でつまみます。普段見せない

集中力も発揮して、一緒にもくもくと取り組むこともあります。夏の

時期は、枝豆。もう少し大きくなった 4歳の子どもは、デラウェア（小
さな葡萄）をもくもくと食べていました。指先を使う細かい作業は、

子どもが集中するようです。そのため、その時間はとっても静か。 
 
難易度が高かったのは、ピザ作り。生地を練る時は、粉が飛び散

り、指に生地がくっつき、家族で大騒ぎでした。しかし、粘土遊び

みたいなのが楽しかったらしく、満面の笑みでべっちゃんべっちゃ

ん生地をこねていました最後に、具ととろけるチーズをのせて焼く

だけ。食べる時も、好きなソーセージだけをつまんだり、口の周り

をトマトソースだらけにしたりしながら、手で自由に食べられるピ

ザは楽しかったようです。 
 
 「いつか簡単な朝ごはんぐらいは作ってくれる日が来るかも？」

と淡い期待を持ちつつ、「しろくまちゃんのほっとけーき」を一緒に

読みつつ、まずは簡単なクレープ作りを始めました（ホットケーキ

より薄いので、火の通りが早いし、ひっくり返すのも楽）。 
 
平成 24年度 子育て支援モニターI.Y（町屋） 

 
▲悪戯の一コマ テレビ台の下に侵入 

 
▲サラダ作り 

 
▲グリンピースの豆取り 
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みんなの力を借りて 

 
私は、37歳の初産で、双子を授かりました。 

 双子とわかった時は、とても嬉しかったです。しかしながら、子

育てには大きな不安を抱えていました 
 
 育児のサポートをしてくれる親族は、夫と実家の母でしたが、夫

は、仕事の都合で帰宅は深夜、実家の母は高齢のため「あまり期待

しないで」と言われていました。 
 
 そこで、私は、区の情報を調べました。 
 
■まず、最初は、産後サポネットでした。 

 地域の大先輩ママと首都大学東京の看護科の学生さんがサポート

してくれました。 
 お手伝い内容は様々でしたが、大先輩ママは、私が何をお願いし

ていいかをわからず困っていたら、「なんでもしますよっ」と言って

くださり、とても嬉しかったです。 
 そして、台風が直撃した日にも、お手伝いにきてくれました。申

し訳ないから、お断りの連絡をしたのですが、「気にしないで！」と

一言。一緒にいてくれて、とても心強かったです。 
 
■次は、ファミリーサポート。 

 週 1回、近所のひろば館に連れて行ってもらい、遊んでもらって
います。 
 子どもたちから少し離れることができ、リフレッシュしています。 
 近所に住んでいる会員の方なので、商店街やスーパーの情報も教

えてくれて、助かっています 
 
■そして、地区担当の保健師さんと、子ども家庭支援センターにもお世話に

なりました。 

 子どもたちが 1歳 3か月の頃に、溜まった疲れと、ホルモンバラン
スの崩れから、子育てをすることが難しい状況になってしまい、途方

にくれていました。 
 相談してみようと思い、電話をしたところ、すぐに会って話を聞い

てくださり、解決の糸口をアドバイスしてくれました。 
 そのお陰で、今は楽しく育児をすることができています。 
 
 私は、いろいろな人達の力の支えで、楽しく子育てをしています。 
 
 
平成 24年度 子育て支援モニターN.F（東尾久） 

 

 

 

 
▲子どもたちの様子 

http://www.city.arakawa.tokyo.jp/kosodate/docs/service/000/000607.html
http://www.city.arakawa.tokyo.jp/kosodate/docs/service/000/000081.html
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スクラップブッキングの成長記録が育児書代わりに！ 

子どもたちの成長記録として、スクラップブッキングをやってい

ます。私とスクラップブッキングとの出会いは、ちょうど約 3 年前、
息子の妊娠がきっかけでした。 

 望んでいたはずの妊娠。 
 マタニティーライフって、とっても穏やかで幸せに満ち溢れている

時間だと思っておりましたが、つわりや、妊婦にまれに起こる妊娠性

痒疹という、じんましんになってしまい、とても穏やかとは言えぬマ

タニティーライフを送っていました。 
 頭のてっぺんから足のつま先まで、全身にじんましんが出てしまっ

ても、妊娠中ということで、夜間診療ではすべて断られ、薬も飲めず

ひたすら我慢。かゆくて眠れず、お腹にかからないよう注意し、一晩

中足だけ水風呂に浸かり、かゆみに耐えながら一夜を明かしたことも

ありました。自分の激しい体調変化についていけず、日中も悶々と過

ごす日が増え、気付いたらため息ばかり。 

 また、初めての出産でしたが、既に母が他界してしまっている私には、

身近に出産経験のある人もいない不安もあり、仕事も辞め、気付いたら、

すっかり家の中に引きこもってしまっていました。 

せっかく、これから生まれてこよう！と赤ちゃんもお腹の中で頑張ってくれているのに、ため息ばか

り。このままじゃいけない！何か始めて、気を紛らわさなきゃ。そう思い、パソコンにたまった写真の

整理から、スクラップブッキングを知りました。 
 作品を作ろうと、懐かしい写真を引っ張り出しているうちに、楽しかった思い出がよみがえりウキウ

キしたり、友人の赤ちゃんの写真を預かり作らせてもらったり。赤ちゃんの写真を使ったたくさんの作

品を見ているうちに、赤ちゃんが生まれてきたら、こんな写真でスクラップしてみたいなぁなどと想像

してみたりと、気付いたら、時間も体調変化の辛さも忘れ、穏やかな時間が過ごせるようになりました。 
 スクラップブッキングに出会えたおかげで、ため息ばかりだったマタニティーライフも、一変して穏

やかなマタニティーライフとなりました。スクラップブッキングが、私とお腹の赤ちゃんとの懸け橋に

なってくれました。 

 今では子どもの成長記録として、スクラップブッキングをやって

います。子どもたちが寝静まった後じゃないと、なかなか作業が出

来ませんが、たまにの趣味に没頭した夜更かしは、今となってはス

トレス解消法の 1つとなっています。 
 子どもの成長記録はもちろん、母から我が子へだけでなく、父か

ら我が子への思いも残せると、時には主人にもメッセージをかいて

もらっています。 

 また、最近下の子が産まれたのですが、たったの 2年ちょっとの事なのに、忘れてしまっていること
がたくさん！いつ離乳食を始めたか？寝返りはいつ頃だったか？ 
 上の子の時に作った作品を見返してみると、写真と共に、それらの記録やエピソードを記入してある

ので、スクラップブッキングで作ったアルバムを見返すことで、懐かしさとともに、下の子の育児書代

わりとなっています。 

 
▲赤ちゃんの写真を使って 

 
▲メッセージで我が子に思いを 

 
▲私とお腹の赤ちゃんとの懸け橋に 
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 スクラップブッキングについて、もっと学びたいと、子育ての合

間に、スクラップブッキングを日本に最初に広めた先生の元で資格

を取りました。 
最近では、ふれあい館でのママリフレッシュ企画などで、講師と

して講習させて頂いたり、近所の助産院で、出産された方へのお祝

いのカードを作成させて頂いたりと、子育てをご縁に資格を生かし

た貴重な経験をさせて頂いています。 

 当時の私のように、妊娠中の体調変化に悶々としてしまっている

妊婦さんは、きっとたくさんいるかと思います。そんな妊婦さんの

気分転換のお手伝いに、いつかマタニティー向けのスクラップブッ

キング講座を開けたらというのが、今の目標です。 
 
平成 24年度 子育て支援モニターI.M（南千住） 
 
 
 
 

休日の過し方 

 
我が家の近隣には、汐入公園、瑞光橋公園、リバーハープ公園を

はじめ、おもちや図書館・ふれあい館などがあり、楽しめる施設に

恵まれています。 
 
 公園は遊具に動物のモチーフがあったりして、それが愛称になっ

て「たぬき公園（汐入公園）」「コアラ公園」など小さい子にもわか

りやすい愛称でよんだりしています。 
 
 休日には、朝からおにぎりやお弁当などを持参して一日中遊んで

います。時には、ほかの公園へ移動して夕方まで疲れるまで遊ぶこ

ともあります。また、春は桜の木を眺めながら、川沿いを散歩した

り、バーベキュー広場が予約できれば、友達と大勢で楽しんだりし

ています。（最近は予約が取りづらくなかなかできませんが） 
 
 ふれあい館などの人形劇やお祭・荒川スポーツセンターなどのイ

ベントは家族そろって楽しめて、毎年楽しみしています。 
 
 汐入に引っ越してきて 12 年ですが、住み始めた頃に比べ歴然と
変わっています。これからも住みよい環境で、いい街になってくれ

たらうれしいです！ 
 
平成 24年度 子育て支援モニターB.U（南千住） 
 

 
▲子どもの成長記録として 

 
▲汐入公園 

 
▲瑞光橋公園 

 

http://www.city.arakawa.tokyo.jp/kosodate/docs/facility/001/001459.html
http://www.city.arakawa.tokyo.jp/kosodate/docs/facility/001/001491.html
http://www.city.arakawa.tokyo.jp/kosodate/docs/facility/001/001489.html
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ふれあい館ゴーゴータイムに通って 

 
上の子が 2か月の時から通い始めた東日暮里ふれあい館。 
赤ちゃん時代のすくすくタイムからヨチヨチタイム、ちびっ子タ

イムと成長を見守っていただき、ただ今最終学年のゴーゴータイム

に登録しています。 
 
 3年通い、お友達も沢山でき、先生たちのことも大好きなわが子。
「ふれあい館に行く日だよ」と言うと、「わぁい、先生とあそぶ～！

○○ちゃんくるかな？」とはしゃぐようになりました。 
 
 1 学期にはみんなであらかわ遊園まで遠足で行き、母も子も充実
した時間が過ごせました。 
 
 2 学期に入り、運動会を迎えてびっくり。公園の広場には子ども
たちが予めつくっていたフラッグがずらり、大きな退場門まで準備

されていました。もちろん子どもも、この光景を大喜び。お友達と

終始はしゃいでいました。内容は、子どもが楽しめるゲームとダン

スなどで、ゴールするたびにメダルやごほうびを頂きました。 
 未就園児なのに、まるでどこかの幼稚園にいるような、楽しい本

格的な運動会に参加させていただき、私自身も本当に嬉しく思いま

した。先生方のぬかりない準備と、メダルや衣装、お面その他沢山

のものを手作りしてくださる姿勢に感謝しています。 
 
 子どもが 2か月の頃、初めての育児でドキドキしながら登録した
すくすくタイム。 
 あのときに勇気を出してふれあい館に足を運んでいなかったら、

わが子にこんなに楽しい経験をさせあげられていなかったかもしれ

ません。 
 
 あと半年ほどで幼稚園に行くわが子と、ふれあい館を通して思い

出作りをまだまだ沢山していきたいと思っています 
 
 
平成 24年度 子育て支援モニターO.A（東日暮里） 

 
▲運動会でのフラッグ、退場門 

 
▲衣装やお面をつけてポーズ 

http://www.city.arakawa.tokyo.jp/kosodate/docs/facility/000/000112.html
http://www.city.arakawa.tokyo.jp/kosodate/menu/facilityarea/index05014.html
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兄妹げんかと向き合う 

 
我が家には、もうすぐ 6歳になる息子と 3歳になったばかりの娘

がいます。 
下の子が大きくなるにつれて 2 人が一緒に遊べることも多くなっ
てきた反面、毎日ケンカが絶えません。お兄ちゃんが作ったものを壊

したり、大切なものを破ったりすると大げんかがはじまります。兄妹

げんかはある程度はさせておいた方がいいと聞くので、最初は私もほ

っておくのですが、ヒートアップすると危険度のわからない下の子が

物を投げたりするので、どの辺で止めに入るかが難しいです。 
 最終的にはお兄ちゃんの我慢していた感情が爆発して、叩いたり

蹴ったりがはじまるので止めに入って終了という感じです。 
 私は中立の立場でいたいと思い、仲裁に入って「お兄ちゃんはこ

うだから怒ったのよ」とか「同じことされたら痛いでしょ？」と説

明はするのですが、下の子も自己主張が出てきたので、止めに入っ

てもなかなか気持ちが収まらないようです。 
 インターネット等で調べて色々な対策をしてみるものの、毎日の

生活の中でそれらを実行するというは難しく感じられます。 
 2 人一緒に大泣きされた日には自分まで余裕がなくなって、イラ
イラしてついつい怒ってばかりしまうこともあります。 
 これではいけないと思い、気持ちを切り替えて、いい方に考えていく

ことにしました。「兄妹げんかは思いやりの心を育てたり、自他への認

識を育てたり、社会性を育てる絶好のチャンス」「色々な経験を積んで

自己形成できる大切なもの」と思うことで結構、気が楽になりました。 
 他の家庭が云々ではなく、自分の考え方次第で心の余裕が違って

くることに自分自身驚いています。親としては小さいうちは仲良し

で、大人になってからはお互いに助けあっていってほしいと思いま

すが、一緒にいる時間が長い分ぶつかって当然ですよね。 
 
娘の授乳期間が過ぎ、パパに預けられるようになってからは息子

と 2人きりの時間をつくるようにしています。抱っこして本を読ん
であげたり、一緒に走り回って遊んだり、遊園地に行って思い切り

遊ぶこと等を定期的にしています。息子の好きな所に行き、好きな

事をして好きな時に甘えさせる。下の子がいると 2人きりでという
のはできそうでできないものです。ママとデートの日はココねとカ

レンダーに印をつけておくと、とても楽しみにしています。 
 お兄ちゃん風ふかせては我慢してという状態が見ていてもわかる

ので、風船が膨らんできたら割れないうちに息抜きさせてあげない

とと思っています。 
 もちろん、少しは色々なことを理解しはじめた娘とも 2人のゆっ
たりした時間をもっていきたいと思います。 
 
平成 24年度 子育て支援モニター U.S（南千住） 

 
▲ケンカした直後 

 
▲2人仲良く散歩中 

 
▲たんぽぽの綿毛を飛ばします 

 
▲子どもは箱が大好き！ 
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家の近くで子どもとおもいっきり遊ぶ 

 
5 年近く夫婦 2人で暮らしてきた我が家に、子どもが生まれてち

ょうど 1年。初めての子どもなので、まだ的確に意思を伝えられな
い 0歳児とどう遊んであげればいいのか。わからないながらも、い
ろいろと考えながら、我が家がこの 1 年に体験した「家の近くで、
子どもとおもいっきり遊ぶ」方法をご紹介させていただきます。 

■素盞雄神社 
 12 月、これから徐々に寒さが本格的になる時期に産まれた娘。お
宮参りは寒さが和らいだ 3月に素盞雄神社で行いました。この時、桜
や桃が綺麗に咲いていましたが、まだ娘には見えていないのか、特に

反応はありませんでした。ただ、新緑の季節、紅葉の季節と、時を追

うごとに視力が向上し、感情が豊かになっていくと、緑の葉っぱが重

なるのを見て声をあげたり、黄色い銀杏の葉を見て手をたたいたりす

るなど、季節と共に成長を感じることができるスポットになりました。 

■荒川自然公園 

 夏にはプールに行きました。ふれあい館や、保育園のプールにも

行きましたが、荒川自然公園のわいわいプールはオススメです。広

いプールには娘も興奮！水遊びパンツをつけていれば乳幼児も入れ

るので、家族 3人で楽しみました。 

■荒川総合スポーツセンター 

 つかまり立ちが慣れてきた頃には、荒川総合スポーツセンターの

キッズルームがオススメです。乳幼児用のスペースにはクッション

素材でできている大きなトンネルや滑り台があります。家にはない

遊具で遊べるのもいい所なんですが、娘は年上のお友達と遊べるの

が嬉しいようです。「小さい子には気をつけてね」って、お兄さん、

お姉さんのママは言うけれど、絡んでいくのは娘の方なので、大怪

我にならない程度であればお気になさらず。 

■ 南千住ふれあい館 

 ほぼ毎週、週に数回行っているのが、南千住ふれあい館。毎週月

曜日にやっている 0歳児クラス「たんぽぽ」は、今のところ皆勤！
ベビーミュージックやアートプログラム、身体測定や季節のイベン

トにも積極的に参加し、ママ友もできました。4月にできたばかり
の新しい施設なのでとってもキレイですよ。 

 遊びに行くスポットではありませんが、荒川区でやっている親子ふれあい入浴を利用し、銭湯に行き

ました。暖かい 6～11月の第三土曜に親子で行く銭湯が無料になる制度です。大きなお風呂にパパと入
浴。ママは 1人でゆっくりと入らせていただきました。 
 もうすぐ娘の 1歳の誕生日。あれもしたい、これもしたい、一緒にしてみたいことが家の近くだけで
もいっぱい！これからの成長がとっても楽しみです。 
 
平成 24年度 子育て支援モニター N.S（南千住） 

 
▲素盞雄神社 

 
▲荒川自然公園 

 
▲南千住ふれあい館 

 
▲南千住ふれあい館 

http://www.city.arakawa.tokyo.jp/kosodate/menu/facilityarea/index05014.html
http://www.city.arakawa.tokyo.jp/kosodate/docs/facility/001/001477.html
http://www.city.arakawa.tokyo.jp/kosodate/docs/service/002/002002.html
http://www.city.arakawa.tokyo.jp/shisetsu/sports/arakawasogosports.html
http://www.city.arakawa.tokyo.jp/kosodate/docs/facility/002/002845.html
http://www.city.arakawa.tokyo.jp/kosodate/docs/service/000/000230.html
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子連れでエクササイズ！ 

 
育児に追われて、自分自身のケアがおろそかになっていませんか？ 
 運動不足だけど、小さい子どもがいて体を動かす機会がないとお悩みの方はいらっしゃいませんか？ 

 今回は私が参加しているヨガとピラティスのクラスを紹介します。

どちらも子連れで参加が可能で、近所のマンションの共用スペース

で開催されていることが魅力です。 
 運動はしたいけど、子どもを預ける場所や人がいない。もしくは

託児料が高い。託児することに抵抗がある。そんな悩みを抱えてい

らっしゃる方にお勧めです。 
 
 汐たま（南千住汐入エリアの子育て支援事業）に来ていたあるマ

マが、ヨガマットを持っていたので話を聞くと、近所のマンション

のスタジオで、子連れで参加できるヨガのクラスをやっているとの

こと。早速、代表の方の連絡先を伺ってコンタクトをとり、参加さ

せていただいたのが始まりです。 
 休日の開催もあって、私は休日に子どもを預けて参加させて頂い

ていますが、毎回数名の方が子連れで参加されています。私も何回

か子どもを連れて参加したことがありますが、子どもがヨガのポー

ズを真似たりしておもしろいです。 
 
汐入ふれあい館でママトレ（現在はエアロビとピラティス）が開

催されていて、興味があったのですが、時間が子どものお昼寝の時

間帯なのと、申込みが始まるとすぐに定員に達してしまうという話

をお友達にすると、近所のマンションでやっている子連れピラティ

スのクラスを紹介してもらいました。 
 
 どちらの先生も小さなお子さんがいて、子どもの対応に慣れていらっしゃるのも安心ですし、育児の

悩みなども共有できて、ママ同士の交流の場にもなっています。 
 ヨガとピラティスを合わせて、月に 2～3回のエクササイズで、運動不足解消とまではいきませんが、
日ごろの疲れを癒してくれ、リフレッシュできます。また、腰痛も緩和されました。 
 このように、最近はインストラクターが来てくださる出張クラスも多いみたいなので、皆さんもお友

達を誘って子連れエクササイズ、体験してみませんか？ 
 
 
平成 24年度 子育て支援モニター K.Y（南千住） 

 

 

 
▲クラスの様子 

http://www.city.arakawa.tokyo.jp/kosodate/docs/event/002/002780.html
http://www.city.arakawa.tokyo.jp/kosodate/docs/facility/000/000116.html
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お気に入りの公園 

 
 1歳 10か月の娘がおり、近所の公園や子ども支援センターなどで
よく遊んでいます。 
 小さい月齢の頃は、室内で遊ぶことのほうが多かったのですが、

歩くようになってくると、子どもも体力がついてきて外で遊ぶのを

喜ぶようになってきました。 
 そこで歩きだした頃からよく行くようになったのが、荒川自然公

園です。 
 自宅から自転車で 10 分ほどの距離なので、買い物がてら週 2 回
ほど行っているお気に入りの散歩スポットです。 
 
 自然公園という名の通り、自然そのままを楽しむという所で、た

くさんの木々、植物、池には白鳥やカモもいて、娘は毎回興味津々

です。 
 白鳥の池の周りをぐるっと一周しながら、白鳥や鯉を見たあと、

児童遊園で遊んで帰るというのがお決まりのコースで、だいたい 1
時間半くらいは遊んでいます。 
 今の時期はきれいな紅葉が見られるので、大人が行っても楽しめ

ます。 
 公園へ行き始めた頃は、見ているだけだった娘が、白鳥を見て「お

ーい」と呼んだり、ブランコに乗るようになったりして、しょっち

ゅう行っていても成長が見られて楽しいです。 
 
 だんだん寒くなってきましたが、歩いているとすぐポカポカして

きますし、何より走り回って遊んだあとはしっかり昼寝をしてくれ

るので、うちは外遊びがかかせません。 
 思い切り走りまわらせてあげられる、大きな公園が近くにあるの

はとてもありがたく、これからもたくさん遊びに行きたいと思いま

す。 
 
 
平成 24年度 子育て支援モニター I.J（西日暮里） 

 
▲白鳥の池 

 
▲道は整備されていて安心 

 
▲白鳥がすぐ近くで見られます 

 

http://www.city.arakawa.tokyo.jp/kosodate/menu/facilityarea/index06015.html
http://www.city.arakawa.tokyo.jp/kosodate/docs/facility/000/000025.html
http://www.city.arakawa.tokyo.jp/kosodate/docs/facility/001/001477.html
http://www.city.arakawa.tokyo.jp/kosodate/docs/facility/001/001477.html
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間違っていた?! 私の子育て 

 
 子育てをするときに、自分が育てられたように子どもに接する方

はとても多いと思います。私ももちろんそうでした。でも、それは

間違っていたのです。 
 
 我が家には 7歳の女の子と 3歳の男の子がいます。女の子は、私
の思い通りに育ててきました。 
 幼稚園バスに乗る前の隙間時間でドリルやそろばんを教え、毎日

コツコツお勉強。家事の手伝いもやってくれるし、電車の中ではお

となしく座っていてくれる。読書もおしゃれも、歌って踊ることも

大好きな女の子に育ってくれました。子育てって、結構楽だわと思

っていたのです。 
 
 当然、男の子も同じように育てるつもりでした。でも現実は、机

の前に座っていられないどころか、言うこと聞かない、日本語が通

じない毎日です。 
 同じように接しているのにナゼ？と思い、育児書をパラパラ。す

るとあっさりと答えが見つかりました。「男の子は女の子と同じよう

に育ててはいけない」と。 
 極端な言い方をすると、学校から帰って、すぐに机に向かうよう

な大人しく育てやすいタイプよりも、ランドセルをポーンと投げて

遊びに行くタイプの方が将来いい男になるというのです。 
 
自分が女性なので、女の子の育てられ方をそのままなぞっていた

けど、それは間違っていたのですね。 
 「やかんに触ると熱いんだよ」、というだけで触らない女の子、い

くら言っても、触って熱いおもいをして確認しないと気が済まない

男の子。同じ育て方するのはやっぱり無理があったのです。 
 
 男と女はやっぱり別の生き物だなと感じました。そして、改めて、

それぞれ良いところ、出来るところを見つけて、伸ばしてあげるこ

とが「育児の醍醐味」だと思いました。 
 
 こうやって書いてみると、ものすごく当たり前のことですが、私にとっては、目からウロコが落ち、

しかも育児ストレスからも解放された瞬間でした。 
 
 
平成 24年度 子育て支援モニター I.M（町屋） 

 
▲男の子の育て方とは? 

 
▲娘と息子 

 
▲娘と息子 
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居心地の良い子育て交流サロン 

 
 娘が 2 か月に入って間もなく、家から徒歩 1～2 分の所にある子
ども家庭支援センター子育て交流サロンへ初めて行きました。 
 まだまだ育児に不慣れで、かつ寝不足の続いていた私は、心身共

に疲れており、それまでほとんど外出をしていませんでした。 
 
 建物に入ったとき、笑顔で迎え入れてくださったサロンの先生。

今でもよく覚えています。 
 その日以来、毎日のように通いました。育児の悩みを相談したり、

ママ達との談笑は日々の疲れを和らげてくれたりしました。 
 
 毎月行われる、身長・体重測定やオモチャ作り、育児相談はよく

活用していました。時々行われる講座は専門家の方による、わかり

やすいお話がとても勉強になりました。 
 
 何より有難かったのは、育児に悩んだ時サロンの先生に相談する

と、すぐに良いアドバイスを頂けた事が、日々不安な気持ちだった

私を助けてくれました。 
 
娘は間もなく 3歳になります。今では様々な場所へと遊びに出掛

けるようになりました。 
 今も娘に「サロンに遊びに行く？」と聞くと、「行く行く」と 2
度返事をし、ジャンプをしながら喜んで出掛ける準備をします。 
 
 間もなくサロンを卒業。先生やママ達には本当に感謝しています。

これからも多くの親子の為、スペシャルサポーターでいてください。 
 
 
平成 24年度 子育て支援モニター H.K（荒川） 

 
▲どの絵本にしようかな？ 

 
▲おもちゃもいっぱい 

 
▲大きなお家！ 

 
▲広々としたサロン 

親子が自由に遊べるフリースペースです。ちょっと悩んだ時、ほ

っと一息つきたい時など気軽に遊びにきてください。常駐しているス

タッフが子育てに関するさまざまなご相談に応じます。 

 

右のQRコードから子育て交流サロンの 

一覧がご覧いただけます 

とは… 

 

http://www.city.arakawa.tokyo.jp/kosodate/docs/facility/000/000556.html
http://www.city.arakawa.tokyo.jp/kosodate/docs/facility/000/000556.html
http://www.city.arakawa.tokyo.jp/kosodate/menu/facilityarea/index01003.html
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我が家の雨の日の過ごし方 

 
 元気な子どもが居る家庭は、雨の日は天敵の様な気がします。 
 でも、どうにか乗りきらないと。だって、毎日が晴天は永遠に来ないのだから。 
 私は 今からご紹介する 2つのパターンで雨の日もなるべく笑顔で過ごせるようにしています。 
 
■1つは、子どもと一緒にお料理をします。 

 お料理と言っても 簡単なサラダや、カレー、お菓子等です。 特
にホットケーキは「こぐまちゃんの絵本」にもある程、子どもには

作りやすいものです。ボールに粉を入れて、卵を割って 混ぜ混ぜ。
それだけで、子どもはニコニコになります。ましてや、自分で自分

の食べる好みの大きさのホットケーキを焼けるなんて、なんとも面

白い遊びです。 
 我が家では、パンもよく作ります。パン生地をこねる作業は、粘

土遊びと同じで、子どもの瞳がキラキラしてきます。トッピングの

干しブドウやチーズは、パン生地に詰めながら、お口にもパクンと、

つまみ食い。大人でも、楽しい時間ですよね。そんなお料理の時間

は、雨でストレス発散できない子どもの、心もお腹も満たしてくれ

ると思います。 
 
■もう1つのパターンは、寒くない雨の日は外出します。 

 不思議と、カッパを着て、長靴を履いて外に出ると、赤ちゃん返

り中の長女も、驚く程歩きます。  
 傘に雨があたる音、水溜まりに入る事、子どもの頃の楽しい経験

ですよね。まだ、小さな我が家の子どもたちは、長靴に水が入り、

靴下がびっしょりだったり、カッパを着ていても、濡れてしまった

りするけれど、どれも素敵な体験だと私は思います。 
 洗濯物が増えたり、もしかしたら、風邪をひいてしまうかも知れ

ないけど、雨の日の外出も捨てたものじゃないと考えています。 
 
 
平成 24年度 子育て支援モニター F.T（町屋） 
 

 

 

 

 

 

 
▲一緒にお料理 

 
▲混ぜ混ぜ 

 
▲雨の日は外出 

 
▲カッパを着て長靴を履いて 
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育児サークルに助けられて 

 アレルギーってよく聴くけれど、何となく身近ではないという感

覚でいました。我が家には 2 人の子どもがいますが、1人目は全く
アレルギーの心配はなく過ごしていました。 
 ですが、現在 3歳 2か月になる 2人目の息子はアレルギー体質で
した。当初は、どうしたものかと悩みました。現在の除去食品は、

卵のみになりましたが、1 歳で血液アレルギー検査をした当時は、
卵、乳、小麦粉、大豆も反応が出たので、その後の食生活に悩み困

りました。 

 そんな時、荒川区の情報誌の「育児サークル一覧」で、食物アレルギーを持つ子どもとその親の会で

ある「かめっこ」を知り、仲間に入れてもらい活動に参加し始めました。 
 会の運営趣旨は、「アレルギーを持つ子どももみんなと同じものを食べることが出来る」と言うものです。

除去食品を持つアレルギー児を持つママ（子ども本人も）としては、ポイントのところ！ 

 つい先日、南千住ふれあい館の和室で、毎年恒例のクリスマス会を行いました。8家族、大人 9人と
子ども 11人が参加して盛り上がりました。 

 子ども達に、部屋をクリスマスパーティー用に飾りつけをお願いしたり 
 ポテトのタワーツリーに、ブロッコリーと星形人参で飾り盛り付けや 
 炭酸ゼリーとみかんゼリーとぶどうゼリー、三色ゼリーの盛り付けをお願いしたり 
 新聞紙や折り紙キストロで各自、自由に工作を楽しんだり 
 参加者のママが紙コップと輪ゴムを使った「紙コップ鉄砲」の作り方を教えてくださって、み
んなで工作して飛ばしたり 

 輪投げゲームで商品を狙って遊んだり 
1日があっという間に楽しく過ごしました。 

そして、目玉はそれぞれの子どものアレルギーを（例えば、卵、

乳、小麦、そば、落花生、大豆、ゴマ、油脂類・南国フルーツなど

など）事前に確認し除去して、特別注文したケーキ屋さんのクリス

マスケーキを食べて締めくくり。見た目も綺麗で、子どもたちも親

たちも箱からケーキを出した瞬間「わぁ」「かわいい」つと大歓声。

3種類を注文して、どのケーキにしようか迷ってしまう程でした。 

 いつかは、成長する段階で除去食品が食べられるようになっていくもの。でも 1歳の時にアレルギー
検査をして反応結果を知った時には、とても暗澹とした気持ちになっていました。「どうしよう」と言

う気持ちから先には中々移れませんでした。 

 みなさんの中にも、同じようなお悩みを抱えていらっしゃる方もおられるかと思います。そんな時は、

1 人で悩んでいるのではなく、ぜひ私たちにお話しください。解決できるかどうかはともかく、お悩み
をみんなで共有することはできると思います。 
今年のかめっこのイベントは、クリスマス会のほか、お料理教室を開催したり、夏祭りイベントを楽

しんだりしました。ぜひお気軽にご参加ください。 
 
平成 24年度 子育て支援モニター O.M（荒川） 
 

 
▲ポテトのタワーツリー 

 
▲アレルギー除去した材料で作ったケーキ  

http://www.city.arakawa.tokyo.jp/arapura/dantai/bunkagakushu/kodomo/arerugi-oyakosa-uruk.html
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今日もひろば館に帰ろう 

 
 私は荒川生まれの荒川育ち。現在、実家で 1歳の娘を育てています。 
 実家なので両親が助けてくれて助かっている反面、毎日がダメ出

しの嵐。マイペースで子育てができないので、実家なのにくつろげ

なかったりします。実家だから楽だろうと思っていたけれど意外と

そうでもなく、実家は実家なりの苦労が待っていました。 
 
 そんな中、私が見つけたオアシスがひろば館とふれあい館の親子

ふれあい広場。娘も遊べて私も誰にも干渉されずのんびり過ごして

います。 
 
 私も小さい頃は、今は無くなってしまった西日暮里ひろば館のヘビーユーザーでした。工作をしたり、

体育室でエスケンや宝島をしたりして、ダンスサークルや季節ごとのイベントには必ず参加。ここで体

験したことは、すべて今の私の生活に活かされています。 
 
 娘が生後 2か月でふらりと立ち寄った花の木ひろば館に、私が小学生の頃お世話になった先生がいら
っしゃり、昔話に花が咲き、それをきっかけに区内に現役で働いている先生方に会いに行ったりしまし

た。 
 
 今だから話せる当時の話で、私たちにダンスを教えるために、そこからダンスを習い始めた先生が今

ではダンス歴 20 年を超えたとか。人間何かを始めるのに遅いことなんて何一つないと、先生から素敵
な言葉をいただきました。 
 
 そこから、さらに娘をきっかけに出会った先生にも顔を覚えていただき、子育ての相談のみならず、

ママのリフレッシュや今後の人生相談まで、本当に親身になって話を聞いてくださって、子どもを産ん

だらもう何もできないと思っていた先の見えない状態から救ってもらいました。 
 
 大人になってからもひろば館にお世話になるなんて思ってなかったけれど、私には帰る場所があって

とても幸せです。 
 
 娘もぜひともふれあい館やひろば館で素敵な体験をたくさんして欲しいと思っています。 
 
 
平成 24年度 子育て支援モニター N.M（西日暮里） 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
▲花の木ひろば館 

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
http://www.city.arakawa.tokyo.jp/kosodate/docs/service/000/000178.html
http://www.city.arakawa.tokyo.jp/kosodate/docs/facility/000/000110.html
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保育園入園を目指し丸3年が過ぎました 

 
■難関幼稚園への入園よりも狭き門！？ 

 息子の保育園への入園が不承諾となり続けて丸三年が経ってしま

った。その間、保育ママさんと幼稚園の延長保育を利用して、なん

とか仕事を続けてきたものの、「こんなに苦労して、私は何のために

働くのか。いっそのこと、専業主婦になるか。いや、仕事を辞めて

しまっては、既に保育園に通っているお姉ちゃんが保育園に通えな

くなる。あと 1年で卒園なのに、それはいくらなんでも申し訳ない」
そんな言葉が浮かんでは消える日々。保育園の入園申し込みは、一

度申し込むとその後半年は毎月審査にかけていただけるのですが、

さすがに 3年間も待機児童をしていると、これまで申し込みに区役
所を訪れた数は単純計算で 6回。追加の書類を提出したり、様子を
聞いて、希望園の変更を行ったり、仕事のない日を見繕っては、区

役所の保育課入園相談係を訪ねる日々が続いている。 

■保育ママさんとの出会い 

 私が仕事を再開する決心をしたのは、長女が 3歳、長男が 1歳の
時。お姉ちゃんを幼稚園にするか、保育園にするかで迷い、長い人

生、自分の居場所を作っておかなければ！との思いで就職活動を行

い、内定を得た。ところが、2 月の末に、息子がまさかの入園不承
諾。この不承諾という言葉、どうにかならないかと毎回思っている

のだが、まるで“あなたは働く資格がありません”という烙印を押さ

れたような気になってしまう。でも、ご安心を。翌週、入園相談係か

ら家庭福祉員制度の利用を勧められ、実際仕事は再開することができ

た。この制度は、通常保育ママさんと呼ばれる家庭福祉員の方が、ご

自宅の専用スペースで 2歳までの子どもを預かってくれるもの。預か
り時間が 9 時から 5 時までなので、8 時間の就労は実質できないし、
毎日お弁当とおやつを用意しなければならないものの、定員が 3名な
ので、家庭的な雰囲気でそれぞれの子どもの気持ちに寄り添った保育

を行っていただける。2 か所の送迎と毎日のお弁当作りは大変だった
けれど、息子はママさんご家族にとても大切にしてもらい、成長して

いく上で大切な他者への信頼感というものを築くことができたよう

で、とても有難く、感謝の気持ちでいっぱいだ。 

■さらなる不承諾と幼稚園への入園 

 お姉ちゃんが保育園に在園して加点があるにもかかわらず、息子は

2 年間ついに保育園に入れてもらえないまま保育ママさんを卒業となってしまった。当然、認可保育園
にも 2 年間空きは出ず、急きょ私立の幼稚園に入園をお願いすることに。息子の幼稚園は 17 時までの
預かり保育があったので、夏休み中の預け先に困る、お弁当が必要、昼寝の時間がなく息子には負担が

かかるなど、不自由な点もありつつ、おばあちゃんのサポートのおかげで、なんとか仕事を続けている。

少し残念ではありますが、やっぱり、究極のサポートはおばあちゃんというのが我が家の結論。今年こ

そは、どうか入園が叶いますように！ 

平成 24年度 子育て支援モニター N.Y（東日暮里） 

 
▲お弁当は小分けのタッパーをフル活用 

 
▲幼稚園の創作はクオリティが高い 

 
▲かわいらしい制服姿を毎日見ること
ができる 

http://www.city.arakawa.tokyo.jp/kosodate/docs/service/000/000222.html
http://www.city.arakawa.tokyo.jp/kosodate/docs/service/000/000225.html
http://www.city.arakawa.tokyo.jp/kosodate/docs/service/000/000222.html
http://www.city.arakawa.tokyo.jp/kosodate/docs/service/000/000222.html
http://www.city.arakawa.tokyo.jp/kosodate/docs/service/000/000222.html
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ピザ作り体験 

 
 お友達から、北区田端にある宅配ピザ屋さんで平日の注文が少な

い時間にピザ作りの体験をしていると聞き、台所のお手伝いが大好

きな子どもたちは喜ぶだろうと思い、お友達とみんなで体験に行っ

てきました。 

 お店では、子ども用のエプロンと帽子を貸してくれました。6 歳
の娘はやる気満々！3 歳の息子は初めてのお店の雰囲気に圧倒され
てしまい「帽子かぶんない！」「やんなーい！」とすべて拒否。何度

も「帽子かっこいい！エプロンもかっこいいなぁ！！」と褒めて褒

めて、何とか着てくれたのですが、それでもピザ作りに参加せず。 
 その間に、娘はお店のお姉さんたちに教わりながら、ピザ生地を

伸ばし、トマトソースを塗って順調に作業を進めていました。 

 そして、いよいよトッピング。なんと、トッピングは好きな食材

が盛り放題なのです。ここにきて、息子のスイッチがやっと入り、

一枚の生地にこれでもかという程、二人でいろいろ乗せていました。 
 トッピング完成！我が家のピザは食材てんこ盛りの東京ドーム状態。 

 業務用の大きなオーブンはベルトコンベアのようになっており、

ピザがゆっくり移動して焼きあがる仕組みになっています。さすが

業務用、数分で焼き上がるはずなのですが、食材が多くて中まで火

が通っておらず 2度焼きしてくれました。 

完成！焼く前の状態がすごかったのでどんな風になるかと思いま

したが、とってもおいしそうに仕上がりました。子どもたちも大興奮

でした。業務用の大きな高温のオーブンがお店の真ん中にあるので小

さいお子さんはくれぐれも気をつけてくださいね。 

 その後、外に止めてある宅配用のバイクに座らせてもらったり、大き

な冷凍庫のお部屋に入れてもらったり、子どもたちは益々大興奮でした。 

 私達は子ども 7 人での参加だったのでかなり賑やかだったのです
が、お店のお姉さんがとても上手に仕切ってくれて、通常の仕事では

ない不規則な子ども相手の仕事なのにすごいなと大変感心しました。 

 帰宅後、持ち帰ったピザを食べると具沢山でおいしい！子どもたち

も自分たちで作ったピザは特別においしかったようです。大満足な夕

食になりました。Mサイズのピザが 1500円で、ピザを宅配するより
安く、そして何より楽しい！もし興味があれば、一度チャレンジして

頂きたいなと思います。 

  今回、楽しい体験ができて美味しく食べられて、本当にいい体験になりました。子どもたちとまた

作りに行きたいねと話しています。 
 
平成 24年度 子育て支援モニター T.E（町屋） 

 
▲エプロンと帽子をつけてトッピング 

 
▲業務用オーブンで焼き上げます 

 
▲具沢山でおいしいピザ 
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いろいろあります 子育て支援 

 
 現在 2歳と 0歳の女の子がいます。長女は去年の夏から保育園に
通っているため、最近はあまり利用する機会がなくなりましたが、

3 か月になったころから、色々な施設にいったり、イベントに参加
したりしました。散歩も兼ねて、徒歩 30 分圏内にある子育て交流
サロンやおもちゃ図書館、ふれあい館などを片っ端から回ってみま

した。施設によって、それぞれ特色があり、イベントもオリジナリ

ティがあって面白かったです。 
 その中でも特に参加してよかったと感じたイベントを紹介します。 

■ベビーマッサージ 

 寝返りを打てるようになってから行ったので、動いてしまいやり

づらかったのですが、とても気持ちよさそうで楽しかったです。3、
4か月位で行くとちょうど良いようです。 

■ヨガ 

 周りで子どもたちがチョコチョコ歩いたりしていますが、お互い

様なので気兼ねなく、久し振りに体を動かせて気持ちよかったです。 

■ベビーリトミック 

 音楽に合わせ、歌うだけでなくトランポリンをしたり、薄いガー

ゼのようなものを被ったり、充実した内容でした。 

■誕生日会 

 記念撮影をして、可愛い台紙に張ったものを頂きました。月齢の

近いお友達と知り合いになれるのもよかったです。 

また、乳幼児クラスにも定期的に参加しましたが、季節に合わせて

色々な飾りを作ったり、手遊びをしたり、アスレチックやゲームを

したり、団体行動という意味でも本人とって良い刺激になったと思

います。 

 子育てハッピー講座にも何度か参加しましたが、離乳食は実際に試食できるので、味付けや固さの加

減などがわかり、他にも色々な手遊びや子どもとの接し方など、勉強になる事がたくさんありました。 

 子供用品リサイクルも活用させて頂きました。肌着や靴下など無料で譲ってもらえて、何かと物入り

な時期だったので大変ありがたかったです。 

 最後になりましたが、参加して一番良かったと感じたのは保健所で定期的に行われている母親グルー

プミーティング「Iスペース」です。 
 この会は、きっずニュースなどに掲載されていないので、知らない方も多いようですが、2 時間程度
カウンセラーの先生を中心に 5～8 人程度で、最近の出来事だとか、悩んでいる事だとか、たわいもな
い話などをします。参加する前までは堅いイメージがあったのですが、実際には井戸端会議のような感

じでアットホームにただおしゃべりするだけです。それでも、赤ちゃんしか話し相手がいなかった中、

大人との会話に飢えていた私には、気晴らしのできる癒しの場になりました。ちなみに赤ちゃんは保健

所内の部屋で保育士さんが見ていてくれるので安心です。 

 
▲ベビーリトミックの様子 

 
▲イベントでコスプレして撮影 

 
▲ひな祭りの制作物 

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/docs/facility/001/001779.html
http://www.city.arakawa.tokyo.jp/kosodate/menu/facilityarea/index05014.html
http://www.city.arakawa.tokyo.jp/kosodate/docs/service/000/000178.html
http://www.city.arakawa.tokyo.jp/kosodate/menu/service/index03002.html
http://www.city.arakawa.tokyo.jp/kosodate/docs/service/000/000625.html
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 一人目の時は、わからないことだらけで、万事手さぐり状態の中やっていたので、上記のような色々

な場に積極的に参加することで、そこで知り合ったママ友と相談しあったり、悩んでいるのは自分だけ

じゃないとわかり、肩の力が抜けました。 

このような場が区によりたくさん提供されていること大変ありがたいと感じました。 
 
 
平成 24年度 子育て支援モニター S.M（南千住） 
 
 
 
 
 
 
 

我が家の節分 

 
 先日、我が家でも節分をしました。  
 ここ数年、豆まきよりも恵方巻作りのほうが大イベントになりつ

つあります。 
 子どもたちが好きな具材を巻いて好きな大きさにつくります。4
年生の上の子はマキスを上手に使えますが、100 円ショップで小さ
い子でも簡単に海苔巻きを作れるキッドを使い幼稚園の下の子も上

手に作っていました。4 合炊いたご飯があっという間になくなりま
した。 
 
 2 年間の子育て支援モニターを経験させていただき、4 月で下の
子も小学生になります。 
 私は上の子が生まれたとき、嬉しいと同時にこれからの子育てが

とても心配で、「私は立派な母親になれるだろうか」と悩んだりもし

ました。 
 でも、子どもが成長するにしたがって、自分自身も少しずつ親の

自信もついてきたように思えます。「子どもと一緒に成長してきた

な」と感じています。 
 これからも、子どもと一緒に笑ったり、泣いたりして自分自身も

っともっと成長していきたいです。 
 
 
平成 24年度 子育て支援モニター T.M（西尾久） 
 
 
 

 
▲仲良く恵方巻作り 

 
▲恵方の南南東を向いてパクリ 
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我が家の休日の過ごし方 

 
 我が家はパパが単身赴任中のため、普段は 4 歳、1 歳の子ども 2
人と生活しています。 
 平日は、子どもたちは保育園、私は仕事なので良いのですが、休

日は私 1人では子ども 2人を連れて遠出はできないため、親子共々
ストレスなく、どこで過ごすか、いつも悩んでいます。 
 そんな我が家のおすすめスポットをご紹介します。 
 
 おすすめは日暮里南公園と日暮里公園。 
 遊具が充実しており、広場ではおもいっきり、走って遊ぶことも

できます。下の子がまだ危なっかしいので、目を離すことができま

せんが、上の子、下の子ともに楽しめる遊具と保育園のお友達との

遭遇率が高いので、上の子はお友達とたっぷり遊んでくれます。 
 
 また、秋の西日暮里公園も子どもは大好きです。 
 落ち葉やどんぐりを拾ってきては、家で落ち葉を画用紙に貼った

り、どんぐりに絵を描いたりして遊んでいます。下の子は電車にも

興味があるので、西日暮里公園や隣の諏方神社からの電車スポット

も、お散歩がてら楽しめます。 
 
 あらかわ遊園や荒川自然公園、荒川総合スポーツセンターもおす

すめです。あらから遊園は、プリキュアショーやアンパンマンショ

ーが行われたり、イベントで制作があったりします。 
 上の子は牛乳パックで船を作り、あらかわ遊園の池に浮かべたり、

お風呂に浮かべたり大喜びでした。 
 
 残念なのは、小さい子どもとランチしたり、週末ママがストレス解消したりできる場所が少ないこと。 
 2人の子どもを連れて外食に行くのは難しいため、手抜きしたいときは、お惣菜を買うくらい。 
 産休中に通っていたヨガも、2 人の子どもを連れて通える教室がなく、かといって DVD みながら 1
人でヨガする気力もなく、平日はいろいろな託児つき、子どもと一緒に通えるイベントが増えています

が、週末パパとの一家団らんも大事ですが、週末パパがいる家庭だけではないので、託児つき、または

子連れが OKなストレス解消の場所が近いうちに増えることを祈りつつ、今日も頑張っています。 
 
 
平成 24年度 子育て支援モニター S.K（西日暮里） 
 
 
 
 
 
 
 

 
▲諏方神社からの電車スポット 
 

 
▲諏方神社からの電車スポット 

 

http://www.city.arakawa.tokyo.jp/kosodate/docs/facility/001/001465.html
http://www.city.arakawa.tokyo.jp/kosodate/docs/facility/001/001464.html
http://www.city.arakawa.tokyo.jp/kosodate/docs/facility/001/001474.html
http://www.city.arakawa.tokyo.jp/yuuen/
http://www.city.arakawa.tokyo.jp/kosodate/docs/facility/001/001477.html
http://www.city.arakawa.tokyo.jp/kosodate/docs/service/002/002002.html
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荒川区の子育てサポートの充実さに涙！ 

 
 私は 3 歳の女の子をもつ専業主婦です。5年前に結婚して東京に
住み始めました、それまでは地元の岡山で働いていたので、東京に

はほとんど知り合いもいませんでした。 

 妊娠を期に、中野区から荒川区に引っ越してきました。 
 出産は岡山で里帰り出産をしたため、荒川区で母親学級にも参加

できておらず、お友達もつくれていませんでした。岡山から 2か月
になったばかりの赤ちゃんを連れて帰ってきた時はとても孤独で、

毎日岡山に帰りたいと泣いてばかりいました。 

 そんな時、保健師さんが様子を見にきてくれて、ひろば館やふれ

あい館のことを教えてくれました。情緒不安定な私を見て一日でも

早く出かけたほうがいいよと進めてくださり、一人で赤ちゃんを連

れて外出したこともなかったけど、思いきって出かけることにしま

した。 

 行ってみると、気が合うママさんとお友達になることができ、マ

マサークルにも誘ってもらえました！それからは、孤独感も消えて

乳幼児タイムやサークル活動に参加するのを楽しみに過ごせるよう

になりました！ 
 あの時、背中を押してくださった保健師さんにとても感謝してい

ます。保健師さんに本音で相談してよかったです。 

最近では気の合うママ友達も増えてお互いの家に集まり、お茶会

をしておしゃべりや愚痴をこぼし、楽しい時間を過ごしています。 
また、ふれあい館のイベントも季節ごとに母子ともに楽しませて

頂いて本当に感謝しています。特にクリスマス会では子どもたちに

可愛い衣装を用意してくださり舞台で踊ったり、劇をしたり、ゲー

ムをしたり、楽しんでいる子どもたちを見ていると、ありがたくて

涙が出そうになりました。 

 もうひとつ楽しかったのが東京美術大学の卒業生さんたちによる

アートプログラムというイベントです！月に一回子どもとママで

色々なアート作品を作らせてもらいました！野菜スタンプのエコバ

ッグや等身大の子どもの絵を描くなど楽しい体験ができて、毎月、

次回が待ち遠しかったです！子どもたちも目をキラキラさせて作品

作りに集中していました！幼稚園に行く前からこんなに多くのイベ

ントに参加させてもらえるなんて、ひろば館ふれあい館はすばらし

い施設だと思います！ 

 改めて、荒川区の子育て支援にとても感謝しています。これからも、ママさんの心のケアやママと子

どもが安心して楽しく遊べる施設作りに期待しています！ 
 
平成 24年度 子育て支援モニター S.H（荒川） 

 
▲仲良しママ友グループでお月見お茶会 

 
▲ふれあい館でクリスマス会！サンタさん登場 

 
▲アートプログラム 等身大の子供の絵  

 
▲野菜スタンプでエコバッグ製作 

http://www.city.arakawa.tokyo.jp/kosodate/menu/service/index02003.html
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/menu/facilityarea/index05014.html
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