
「親子で絵本を楽しもう！」  
(講師 濱パパ＆久世パパさん) 

【ファザーリングジャパン東海】 

【日 時】 ２月１１日(土)   
１０：００～１１：００ 

【対 象】 子育て中の親子やその家族  
【定 員】 １５家族まで 
【場 所】 陽だまりの丘複合施設 

「ぽかぽか」大研修室 
【申 込】 １月１１日(水)９：００～ 

 
 

 

 

 

≪窓や出窓からの転落≫

•窓に補助錠やストッパーを
つけて、大きく開かないよう
にしましょう。
•窓の近くにソファーや
ベッド等踏み台になるものは
置かないようにしましょう。
•網戸に寄りかかると破れて
転落するおそれがあるので、
窓を開ける幅を制限できない
場合は、柵を設置しましょう。

【お知らせ】 

「くわな子育てガイドブック２０２２」 

(電子書籍版)はこちらからご覧いただけます。⇒ 

 

≪抱っこひも使用時の転落≫

•物を拾うなどで前にかがむ際は、
必ず子どもを手で支えましょう。
•おんぶや抱っこをする時や降ろす
時は低い姿勢で行いましょう。
•バックル類の留め具やベルトの
ゆるみ、子どもの位置など、取扱説明
書を確認して正しく使用しましょう。
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 https://logoform.jp/f/mlzP6 

 

<お問い合わせ>  

桑名市子ども・子育て応援センター 

「キラキラ」   
〒511-0811 桑名市東方 301-4    

    0594－84－6039 

FAX  0594－25－0075 

 kodomooenm@city.kuwana.lg.jp 

URL http://www.city.kuwana.lg.jp 

 

子ども総合センター 
 

・1 歳６か月児健診・3 歳児健診は、 

日程が近づきましたら個別通知します。 

（母子保健係） 

TEL (0594)24-1380  

FAX (0594)24-5497 

 ・お子さまのことで、心配なことがありま

したらお電話ください。 

（家庭支援係） 

TEL (0594)24-1298  

FAX (0594)24-5497 

・お子さまの発達のことで、心配なことが

ありましたらお電話ください。 

（子ども発達・小児在宅支援室） 

TEL (0594)24-3040  

FAX (0594)22-7811 

福祉なんでも相談センター 
 

子育て、介護や障害等さまざまな福祉のことを『まとめて』相談できる
窓口です。ひとりで悩まずにお気軽にご相談ください。福祉の専門職
が相談に応じます。（必要に応じ専門機関と連携して対応します。） 
 

＜桑名地区＞  大山田コミュニティプラザ１階 

火曜日～日曜日（月曜の祝日は開所）9:00～17:00 

TEL (0594) 41-2114  

＜多度地区＞  多度すこやかセンター１階 

       月曜日～金曜日（祝日を除く）8:30～17:15 

         TEL (0594) 49-2031 

＜長島地区＞  長島デイサービスセンターほほえみ２階 

       月曜日～金曜日（祝日を除く）8:30～17:15 

       TEL（0594）42-2119 

 

) 

 

子育て情報をメール配信しています。 

 

 

 

 

メールマガジンの登録はこちらから    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

すくすくだよりは、子育てアプリ 

「くわなハッピーナビ by 母子モ」 

  又は桑名市ＨＰから 

ご覧いただけます。               

 

 

 ＝子育て講座のご案内＝ （対象：市内在住の方） 

 

 

 

母子モの登録はこちらから⇒ 

 

桑名市子育て情報誌 
 

 

 

２０２３．２月号 

 

NO.１９９ 
 

R５.１. ２5 

. 

暦の上ではもうすぐ立春を迎えますが、もう少し寒さは
続きそうですね。 
 寒さと空気の乾燥で風邪症状が出やすくなります。 
手洗い・うがい、消毒をしっかり行い、食事・睡眠・休息
にも気をつけ生活リズムを整えていきましょう。 

新型コロナウイルス・インフルエンザが同時に流行して
きています。今一度感染対策をしっかりと行い、元気に過
ごしていきましょう。 

 

「赤ちゃんからの歯の衛生」 
(講師 田中 千暁さん)  

【日 時】 ２月１５日(水)    
１０：００～１１：００  

【対 象】 未就園児の親子１５組程度 
【場 所】 子ども・子育て応援センター 

「ぽかぽか」わんぱく広場 
【申 込】 ２月１日(水) ９：００～   
 

 
 

 

 
 

 

  

 
 

 
 

 

 

 

＝子育てファミリー講座＝ みっくみえ共催 

市外・県外
在住の方も
可能です 

 

ＰＣ・スマホの場合 
フィ－チャ－フォン 
（ガラケー）の場合 

「人形劇・ミーくんのいやいやいや！」 
(講師 人形劇団・むすび座さん)  

【日 時】 ３月１日(水) １０：３０～１１：００ 

【対 象】 未就園児の親子 ２０組 

【場 所】 子ども・子育て応援センター 

「ぽかぽか」わんぱく広場 

【申 込】 ２月１５日(水) ９：００～  

 
 

 

～子どもを事故から守る～  ≪転落・事故編 その１≫  

 

≪椅子やテーブルからの転落≫

•椅子や子ども用ハイチェアの
上で立ち上がったり、座って
テ―ブルを蹴ったりさせないよう
にしましょう。
•ハイチェアの安全ベルトは必ず
締めましょう。

消費者庁 「子どもを事故から守る！事故防止ハンドブック」より

一部抜粋 

    「幼児期の食の悩みとその対応」        
～相談の窓口から～  (講師 生川 美江さん)     

 ３月４日(土) １０：００～１１：００    

【対 象】 子育て中の保護者やその家族 

【定 員】 15 家族まで  託児あり (先着 8 名まで) 

【場 所】 子ども・子育て応援センター 

「キラキラ」 たけのこ広場 

【申 込】 ２月４日(土) ９：００～  

 

 

≪階段からの転落、段差での転倒≫

•ハイハイをする頃から、階段
からの転落が起きるので、柵を
付けて、閉め忘れのないように
し子どもが開けられないように
ロックを掛けましょう。
•玄関の段差での転倒や、他に
も段差がないか注意しましょう。

≪大人用ベットやソファからの転落≫

•子どもは寝ている間も寝返りをしたり動きまわってベッドから転落し
頭部などに怪我をすることがあります。柔らかすぎるクッションなどは
窒息の恐れがあるため、周りに置かないようにしましょう。
•2歳になるまでは、できるだけ大人用ベッドは使わないようにしましょう。
またソファで寝かせないようにしましょう。

≪ベビーベッドやおむつ替えの時の台からの転落≫

•ベビーベッドを使用する時は、常に柵を上げて使用しましょう。
•ベビーベッドやソファ、施設にあるオムツ交換台などの高さのある場所で
オムツ替えをする時は、事前に準備し、片付けやゴミ捨ては子どもを降ろし
た後にしましょう。備え付けのベルトを使用しても確実な転落防止にはなり
ません。

 申し込みはこちらから  ⇒ 
 

 申し込みはこちらから  ⇒ 
 

 申し込みはこちらから  ⇒ 
 

１月２５日現在、
申し込みが、満員
となりました。 

キャンセル待ち希望の方は、 「ぽかぽか」    
☎ 0594-32-5676までお電話ください。 

mailto:kodomooenm@city.kuwana.lg.jp


育児相談  要予約 
１０：００～１１：００ 

(くわなメディアライヴ2階) 

子育て何でも相談室 

予約不要  （ぽかぽか）   

９：３０～１１：００ 

 

お申し込みは 
こちらから ⇒ 

 

お申し込みは 
こちらから ⇒ 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         

 

 

月(MON) 火(TUE) 水(WED) 木(THU) 金(FRI) 土(SAT) 日(SUN) 

  １ ２ 

・おはなし会 

（中央図書館１１：００～） 

３ 

・おはなし会 

（ふるさと多度文学館１０：３０～） 

４ 

・おはなし会 

(長島輪中図書館１１：００～) 

・パパサロン１０：００～１１：３０ 
（たどこども園子育て支援センター） 

５ 

 

６ 

 

 

 

・おはなし会  

（中央図書館１１：００～） 

・おもちゃ病院くわな 

１０：３０～１４：００ （総合福祉会館） 

・ののちゃんクラブ 

「赤ちゃん体操」 (保健師) 

要予約  １０：００～１１：００  
（たどこども園子育て支援センター） 

７ 

 

 

 

 

 

 

８ ９ 

・出前保育/戸津集会所 

   １０：００～１１：３０ 
（たどこども園子育て支援センター） 

・赤ちゃんタイム  

(長島輪中図書館 午前) 

・おはなし会 

(長島輪中図書館１１：００～) 

１０ 

 

 

１１ 

・おはなし会 

（中央図書館１４：００～） 

(長島輪中図書館１１：００～) 

 

１２ 

・ おはな し

会（中央図

書館  

１１：００～） 

１３ 

 

１４ 

・赤ちゃん広場(キラキラ) 

要予約 １３：３０～１５：００ 

・ののちゃんクラブ 

「手作りおやつ実演」(栄養士) 

 要予約 １０：００～１１：００ 
（たどこども園子育て支援センター） 

１５ 

・子育てサロンひだまり要予約  

９：３０～１１：００ （深谷保育所） 

・キッズサロン ９：３０～１１：３０ 

（七和まちづくり拠点施設） 

・おはなし会 

（ふるさと多度文学館１０：３０～） 

１６ 

・おはなし会 

（中央図書館１１：００～） 

 

１７ 

 

 

 

・おはなし会 

（中央図書館１１：００～） 

・園開放（成徳南幼稚園）  

１０：００～１１：３０ 

１８ 

・おはなし会 

（中央図書館１４：００～） 

（ふるさと多度文学館１４：００～）

(長島輪中図書館１１：００～) 

 

 

１９ 

 

２０ 

・キッズサロン ９：３０～１１：３０   

（城南まちづくり拠点施設）  

 

 

２１ ２２ 

・キッズサロン ９：３０～１１：３０ 

（大山田まちづくり拠点施設） 

２３ 

・赤ちゃんタイム  

(長島輪中図書館 午前) 

・おはなし会 

(長島輪中図書館１１：００～) 

２４ 

・園開放（光陵幼稚園）  

９：３０～１１：３０ 【雨天中止】 

 

 

 

 

２５ 

・おはなし会 

（中央図書館１４：００～） 

（ふるさと多度文学館１４：００～） 

(長島輪中図書館１１：００～) 

２６ 

２７ 

・キッズサロン ９：３０～１１：３０   

（城南まちづくり拠点施設）  

・おはなし会 

（中央図書館１０：３０～） 

 

２８ 

・赤ちゃん広場(キラキラ) 

要予約 １３：３０～１５：００ 

・園開放（陵成幼稚園）  

１０：００～１１：３０ 

     

 

松岡医院併設ひろば型子育て支援センター 

遊びのひろば 
【 対 象 】 子育て中の親子 

【 曜 日 】 火・水・木  

【利用時間】 ９:３０～１５:００ 

（祝日・お盆・年末年始はお休み） 

※電話による子育て相談 平日(９:００～１７:００) 

   TEL＆FAX (0594)22-9835 

２月のすくすくスケジュール   
 

耕逸山たどこども園 

子育て支援センター「ののちゃんルーム」 

はいはい club・マタニティ club（妊娠５か月～） 

８か月未満の未就園児と保護者 

月曜日(９:００～１１:３０) 

よちよち club・マタニティ club（妊娠５か月～） 

９か月から 2 歳未満の未就園児と保護者 

火曜日(９:００～１１:３０) 

ぴょんぴょん club 

2 歳から 3 歳の未就園児と保護者 

水曜日(９:００～１１:３０) 

なかよし club 

０歳から５歳の未就園児と保護者 

金曜日(９:００～１１:３０)   

  月曜日～金曜日(1３:００～１６:００) 

休館日…土・日曜日・祝日・年末年始 

（特別事業で開館する場合あり） 

ＴＥＬ(0594)48-6561 

ＦＡＸ(0594)48-6527 

子育て憩いの広場 

なかよし広場 

【 対 象 】 未就園児と保護者  

【 曜 日 】 月～水・金・土  

【休館日】 木・日・祝・年末年始 

【利用時間】 ９:００～１２:００（土のみ９:３０～） 

１３:３０～１６:００ 

ＴＥＬ(0594)25-2003 

行事は 

こちらから 

   ⇒ 

⇦ 行事はこちらから 

詳しくは 

こちらから  

⇒ 

名 称 対 象 開 館 日 時   休 館 日 

桑名市子ども・子育て応
援センター「キラキラ」 
ＴＥＬ(0594)84-6039 

未就園児と保護者 
※土のみ 

就園児親子も可 

月～土曜日 
【利用時間】 

9:００～１５:３０ 
日・祝・年末年始 

桑名市子ども・子育て応援
センター「ぽかぽか] 
ＴＥＬ(0594)32-5676 

未就園児と保護者 
※土日祝のみ 

就園児親子も可 

火～日曜日 
【利用時間】 

9:００～１６:００ 

月・年末年始 
（月曜日が祝日の際は開館 
翌日以降の最初の平日が休館） 

                              
桑名市地域子育て支援 
センター「にこにこ」 
ＴＥＬ(0594)25-3515 

未就園児と保護者 
※土日祝のみ 

就園児親子も可 

水～月曜日 
【利用時間】 

9:００～１７:００ 

火・年末年始 

（火曜日が祝日の際は開館、 

翌日以降の最初の平日が休館）  

長島地域子育て 
支援センター 

ＴＥＬ(0594)41-1038 

未就園児と保護者 
※木曜午後のみ 

就園児親子も可 

月～金曜日 
【利用時間】 

9:００～１６:００ 
土・日・祝・年末年始 

 

 

 

市 内 子 育 て 支 援 セ ン タ ー 

 

新型コロナウイルス感染拡大予防の

観点から利用人数・時間の制限をさ

せていただいている施設もあります。

詳細は各施設にお問い合せ下さい。 

 

各施設や行事等ご利用の際には、

検温、手指の消毒大人の方はマスク

着用をお願いします。 

新型コロナウイルス感染防止対策のため、状況により予定の催しが中止

になる場合や時間短縮になる場合がありますのでご了承ください。 

 

詳しくは 

こちらから  

⇒ 

各支援センターの

情報は HP からご覧

いただけます 

《おねがい》 同居家族や勤務先など身近に、新型コロナウイルス感染
者もしくは感染が疑われる方がおられる場合は、利用をお控えください。 

 

（助産師・管理栄養士） 
受付は当日９：００～ 
 

 

 

あおぞら出前保育はお休みです。 

お申し込みは 
こちらから ⇒ 

お申し込みは 

こちらから ⇒ 

離乳食・栄養相談室 

（キラキラ） 

１０：００～１１：３０予約不要 
 

 

（管理栄養士）  
受付は当日９：５０～ 

 

・音声案内(無料)   ☎０８００―１００－１１９９ 
・三重県救急医療情報センター 

☎０５９－２２９－１１９９ 
・くわな健康・医療相談ダイヤル 24 
              ☎０１２０－１４９－１０７ 
・応急診療所（鍛冶町９）≪内科・小児科≫ 
   ☎２１－９９１６ 土曜夜間 （19:30～21:30） 

日曜・祝日（9:30～12:00） （13:00～16:00） 
・みえ子ども医療ダイヤル ＃８０００ 
☎０５９－２３２－９９５５ （19:30～翌朝 8:00） 
医療関係の専門相談員が電話相談に応じます。 

●救急医療（夜間・休日・２４時間体制） 

公立保育所園庭開放はお休みです。 

お申し込みは            
☎ 0594-29-1135まで 
 

 

 

すくすく離乳食教室 要予約  
【初期・中期】オンライン開催 
１３：３０～１５：００ 

 

 

 

お申し込みは 
こちらから ⇒ 

すくすく離乳食教室 要予約 
【後期・完了期】 オンライン開催 
 １３：３０～１４：３０ 

 

 

 

【水分補給】 
湯冷まし、麦茶、子ども用イオン水、    

経口補水液、果汁等が適しています。子どもが

進んで飲みたがる物を与えましょう。 

【食事】 
食欲があれば、のど越しがよく、消化に良い物

を与えましょう。乳児で食欲がない場合は 1 回の

量を減らし、回数を増やしてみましょう。 

【保温と冷却】 
熱の上がり初めで寒がる時は、無理に体温を下

げようとせず、毛布や布団なども活用し、衣類も

保温できるようなものを選びましょう。 

熱が上がり、手足が温かい時は薄着にし、汗を

かいたらこまめに取り替えましょう。 

【汗をかいたら】 
ぬるま湯に浸し固く絞ったタオルで身体を拭き

ましょう。汗をかいた身体がさっぱりし、熱を放

散させる効果もあります。 

 


