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妊 娠 誕生～２ヶ月 ３～４ヶ月
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母子健康手帳交付
妊婦健康診査補助
（初期～14回分）

出生届（出生祝金支給）

両親学級 産婦健診 1ヶ月健診
２ヶ月訪問（保健師・助産師）
家庭訪問
養育支援訪問

４ヶ月児健診
股関節脱臼健診
（3ヶ月）

2回目 3回目

2回目 3回目

4種混合Ⅰ期初回
2回目

2回目

めばえ支援事業
（不妊症・不育症治療費
助成）

保育サポート
（4ヶ月～小学校6年）

赤ちゃんクラブ
（妊婦・０～１歳）

出産一時金

各
種
手
当
て

3ヶ月 4ヶ月

3ヶ月

４ヶ月

3ヶ月

4ヶ月

Hib（ヒブ）1回目

肺炎球菌1回目

B型肝炎1回目

2ヶ月

2ヶ月

2ヶ月

3ヶ月

児童手当制度（中学校修了まで）
ひとり親家庭に対しての児童福祉医療費助成
福祉医療費助成事業（18歳まで）

子育て短期支援事業
（出生～18歳まで）

子育てカ 　子育てカ 　子育てカ



５～６ヶ月 ７～11ヶ月 １歳～２歳 ３歳～

７ヶ月児相談
10ヶ月児相談

12ヶ月児健診
１歳半児健診
２歳児相談
２歳半相談

３歳児健診

BCG接種

4回目

麻疹風疹Ⅰ期
4種混合Ⅰ期追加

水痘1回目
→６ヶ月以上あけて2回目3回目１回目から１３９日以上

4回目

日本脳炎

ブックスタート
（7ヶ月）（11ヶ月）

ひよこクラブ（１～２歳）
げんきっこ（1歳半～）

リズム遊び（2歳～）
なかよしクラブ（２～３歳）

保育園一時保育12ヶ月～

5ヶ月 8ヶ月

3回目～1年後

3回目～2ヶ月以上から12ヶ月以上

５ヶ月 1歳半頃

1歳

年少児

レンダーレンダーレンダー

3回目







































一時的に子どもを預かってほしいとき

子育て短期支援事業
（有料）

一時保育（有料）
（名子中央保育園）

保育サポート事業（有料）
（子育て支援センターに連絡を！）

子育て支援センター（37-3303）

提供会員依頼会員

①
申
し
込
み

③
紹
介

②
照
会

⑦
活
動
記
録
提
出

④ 事前の打ち合せ
⑤ 保育サポート
⑥ 支 払





・子どもが安心して遊べる場所がほしい
・同じような年齢の子どもと遊ばせたい
・育児について気楽に話せる場所がほしい
・いろいろな育児の情報が知りたい
・子育てで困ったことやわからないことを
気楽に相談できる場所がほしい

・孫のお子守りに、広い場所で遊ばせたい

＊遊びの広場 ＊いこいの広場
＊つどいの広場 ＊交流広場
＊子ども相談室 ＊キッチン
＊芝庭 ＊おひさまファームーみんな、遊びに来てね♪ー

施 設 案 内施 設 案 内



絵本は、読んで聞かせてあげる本です。
10歳くらいまで聞かせてあげていいんですよ。
絵本をよめる子どもさんにしてあげましょう。







もうすぐ入園！入園準備アドバイス

① 園児服・帽子・上履き・通園カバン

こんどう洋品店さん（36-2483）へ！



② おてふきタオル

③ 給食用品

④ お昼寝布団

⑤ 着替え

マルトミ寝具店さん（36-2232）へ！



⑥ 服装

⑦ 名前付け

子育て支援センターおひさま（37-3303）

松川町保育園係（36-7023）



未満児の入園準備アドバイス

① 通園カバン

② おてふきタオル

③ お口拭き・エプロン

④ おむつ、お尻拭き

⑤ おむつ用バケツ

⑥ お尻マット

。

⑦ 着替え一式

ゴムを通す



⑧ 汚れ物を入れる袋３枚以上

⑨ おむつ用ビニール袋 記名して保育園に預けてもok！

⑩ 上履き・歯ブラシ（２歳児のみ）

ママの一日のスケジュールは？

持ち物全部に記名します。
お名前スタンプでもok！

6:30 起床
7:30 朝食
8:30 保育園へ送り
9:00 朝食片付け、掃除
10:30 買い物

下の子と散歩や遊ぶ
12:00 昼食
12:45 下の子の寝かしつけ
13:00 夕飯の支度

自分の自由時間
15:35 保育園お迎え
16:00 子どもと遊ぶ
17:00 入浴
19:00 夕飯＆洗濯回す
20:00 片付け＆洗濯干す

旦那帰宅
21:00 子どもたち就寝

（一緒に寝ちゃうことが多々）

6:15 起床
6:45 朝食
7:10 小学生組見送り
8:10 保育園へ送り
8:40 出勤
15:00 退勤

保育園お迎え
買い物
帰宅

16:30 小学生組帰宅
宿題見つつ、片付け

17:30 習い事
18:00 帰宅
18:50 夕飯
20:30 入浴
21:00 子どもたち就寝

内職
家事(夜洗濯して朝外へ出す)

23:30 就寝



Ｑ＆Ａ ～保育園編～















































子育てしていると疑問に思うことや不安に感じる
ことがたくさんありますが、そんな悩みもこの情
報誌で割と解決できちゃうかも…。中身の詰まっ
た冊子になったと思うので、これから２人目、３人
目…と考えている方もまた読み返してほしいで
す。そして、一人でも多くの方にこの情報誌を手
にとってもらえると嬉しいです。
先生方や編集委員のみなさんと楽しく情報交換
ができた素敵な時間をありがとうございました。

★大場 えり★

貴重な経験をさせていただきありがとうございました。
反省点ばかりですが、お母さん達とお話しながらの編
集はとても楽しかったです。また編集は「なるほど！」
「へー！」「そうなんだ！」の連続!!勉強になることばかり
で、本当に充実した時間を過ごすことができました。た
くさんの方々の思いがつまったこの“のびのび”がたく
さんの方のお役に立ちますように…。

★外松 南美★

わたし自身、子どもの子育てに悩
んだり不安を抱えたりすることが
多くありました。今回編集委員と
して声をかけていただき、いろい
ろなお母さん達と情報交換をした
り、子どもに接する姿を見て、改
めて自分自身本当に勉強になりま
した。この情報誌が一人でも多く
の方に見てもらえたら嬉しいで
す。

★竹村 江美★

子育て中のママさん達とひと
つの本を作るというとても貴
重な経験ができて、楽しく充
実した時間が過ごせました。
この本がパパ・ママさん達に
とって、少しでも役に立てた
ら嬉しいです。

★大澤 可織★

今回、お話をいただいて子どもと
一緒に楽しく参加させていただきま
した。子どもの絵を載せていただ
いたり、今しかできない貴重な時間
をいただきました。ありがとうござ
いました!!感謝です。今までお話し
たことのないお母さん方とも協力
してできて、とても嬉しい時間を過
ごせました。一人でも多くの方に見
ていただけますように…。

★西尾 佳子★

子育て中はわからないことだらけ
…。一番私が助けられたのは先輩
ママでした。わたし自身、編集委員
をやりつつも自分自身の悩み、子
どものことを相談できる場でもあ
り、「のびのび」の編集に携われた
ことにとても感謝しています。そん
な先輩ママの声がたくさん載った
「のびのび」を手にとっていただ
き、不安なこと、悩みを少しでも解
消できたらな…!!と思います。

★北林 麻里★

今回の編集委員はわたしにとって
は２度目でした。また声をかけてい
ただいた事が嬉しく、喜んで引き
受けさせていただきました。
今回もたくさんのママ達と出会
え、情報交換ができ、わたしも３
人の子どもをもつママではありま
すが、またわたし自身も成長でき
た気がしますっ！
この情報誌がたくさんのパパ♡マ
マのお役に立てたら嬉しいです。

★関島 裕美★

県外から来たわたしにとって、編
集委員会は家族以外と話ができる
楽しい時間になりました。参加さ
せていただき、ありがとうございま
した。
「のびのび」が松川町のお母さん・
お父さんの不安や悩みを少しでも
解消し、ほっとさせるものになると
嬉しいです。

★宮下 優紀★

子育て中のママさんと情報を共有しながら作ることができて、勉強
になることもあり、悩みや不安も共感してもらえることで励まされた
りもしました。
子育てってこうでなきゃいけない！みたいな情報誌に惑わされること
なく、のびのびと子育てができるような町になるよう、この情報誌が
子育て中の親御さんだけでなく、多くの方に見てもらえたら嬉しい
なと思います。

★松下 綾香★

松川町で子育て真っ最中の編集委員のお母さん達や先生と「初めて
の子育てのときにこんなことを知りたいね」「こんなことを知っておい
たら安心だね」とこれから子育てが始まるお父さん・お母さんの気
持ちを想いながら作った一冊です。
子育てはその時々の成長で不安になったりしますが、そんな時には
“のびのび”を開いていただき、子育てが安心してできる一冊になっ
たら嬉しいです。
最後になりましたが、編集委員のお母さん方、先生との出逢いに感
謝です。

★宮下 要★

子育ての悩みは決して尽きるのもではありません。でも松川町には
ほら、こんなに子育てを応援してくれる先輩たちがいっぱいです。そ
んな先輩ママの思いがつまったこの一冊が、お母さん・お父さんの
心をすっと軽くしてくれるものになることを祈っています。
「小さな子どもを連れ編集委員会に参加することがお母さん達の負
担にならないかな」そんな不安もありましたが、快く参加してくださっ
たお母さん方に心より感謝申し上げます。ありがとうございました。

こども課こども係 湯澤 麻記子

編集
後記
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