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Inamikki
７月７日の七夕まつりは、あいにく多くの地方が梅雨の真最中で、
織り姫星（べガ）とひこ星（アルタイル）を見ることがむずかしい時
期ですね。旧暦の七夕祭り（今年は 8 月７日）には星がきれいに観測
できますよ。家族で夜空を見上げ、夏のお星さまを楽しんで
みてはいかがですか(*^-^*)

今月はこども課 保健師の長谷川 愛 からのメッセージです。

ネットニュースで男性の育児休暇についての特集
を見ました。４月に育児・介護休業法が改正され、
男性の育休取得の希望確認が義務付けられたり、育
休を分割で取得できるようになったりと、男性も育児ができるようにしようと社会が動い
ています。最近ではパパも育児休暇をとって一緒に育児されているお話や、いなみっこ広
場にもパパが来られているというお話をきいて、素敵なことだなあと思っています。私の
父も、母が夜勤の時に夕食と、お弁当を作ってくれたり、私と兄をお風呂に入れたり（平
成初期では珍しい 笑）イクメンだったなあと思いました。
パパが育児に積極的であることは、ママの負担を減らすだけではなく、こどもの社会性
や自己肯定感を高めることにもつながります。パパと育児・家事を協力して、家族みんな
が笑顔で過ごすことができるとうれしいですね。中には、ママの大変さやお家の状況を見
て、自分が今何をしたらいいのかを察して動くことが難しいパパもいます。育児や家事の
リスト・手順を書き出して、分担できそうなことを具体的にパパに伝えてみたら、パパに
もやってもらうことができます。実際にそうやって動いてもらって助かったというお話を
先輩ママから教えてもらいました。また、やったことにダメ出しをされるのが苦手なパパ
もいます。できるだけ、ママも完璧を求めず、
「もっとこうしたらいいのに！」と思っても
パパを否定せず、できていることと感謝のことばをしっかりパパに伝えてみてください。
（「もっとこうして」はそのあとで◎）遊び方がわからなくて困っているパパには、お子さ
んの好きな遊びを伝えてみましょう。ママが伝え上手になることが、うまくいくコツです。

「パパの育児参加について」

いなみっこ通信を読まれたパパへ
いなみっこ通信をご覧いただきありがとうございます！そして毎日の育児、お疲れ様です。
お仕事でなかなか育児をするのが難しいパパもいらっしゃると思います。ママはパパに話
を聴いてもらう、うれしかったことやしんどいことを共感してもらうだけでも気持ちが楽
になります。ぜひ無理のない範囲で、ママと協力しながら、お子さんの成長を見守ってあ
げるとママも笑顔になれると思います（＊＾ ＾＊）

８月事業のお知らせです！！

７月の事業予定
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6
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一時
預かり

事業
ぴよぴよお勉強会

（保健師）

休館日

●自転車シミュレータ安全教室 （申込必要）
一人一人が自転車シミュレータを運転し、起こりうる危険を
体験することにより自転車乗車時のルールやマナー、危険予測
の学習ができます。
【と き】８月１０日(水) 午前 10 時～11 時半
【対 象】稲美町在住の小学生
【定 員】１５人

〇
２歳児３歳児の会 （うさぎ）

七夕

座談会

〇
〇

●水鉄砲作り

（申込必要）

昔遊びの一環として竹を使った水鉄砲作りを楽しみ、作っ

木

２歳児３歳児の会 （りす）

8

金

ベビーマッサージ体験会
アレルギーサークル「スマイル」

9

土

ギネスに挑戦申込開始

10

日

11

月

12

火

２歳児３歳児の会 （うさぎ）新聞遊び

〇

13

水

２歳児３歳児の会 （りす）新聞遊び

〇

●夏まつり

14

木

１歳児の会(歯科衛生士・個別相談)

〇

15

金

16

土

17

日

18

月

海の日

19

火

休館日

20

水

８月の事業申込開始

〇

21

木

ギネス予選 （ペットポトル回し）午前１０時～

〇

22

金

ギネス予選 （ペットポトル回し）午後１時半 ～

23

土

ギネス予選 （片足横とび）午後１時半 ～

24

日

ギネス予選 （片足横とび）午前１０時 ～

ヨーヨーつりやスーパーボールすくい、工作などが楽しめます。
稲美中学校・稲美北中学校吹奏楽部の演奏が楽しめます。
【と
き】８月２０日(土) 午前 10 時～1２時半
雨天の場合２１日に延期
（２１日が雨天は中止）
【対
象】就学前～児童・保護者
町内外可
【定
員】１００人
【料
金】スタンプカード 1 枚２００円
【カード内容】スーパーボールすくい・ヨーヨーつり・ボール入れ
おじゃみなげ・工作コーナー・ワニワニハンマー
魚釣り・ポン菓子（こども 1 人１つプレゼント）
※水辺の里公園イベントのそうめん流しを希望する場合、料金は
小学生以上と大人について 1 人 200 円です。
（就学前の乳幼児は無料です。）

25

月

休館日

火

小学生夏休み教室（工作）
子育て相談

〇

水

小学生夏休み教室（絵画低学年）

〇

28

木

０歳児の会（座談会）
遊びの会（藍染め）

〇

29

金

小学生夏休み教室（絵画低学年）

30

土

31

日

7

26
27

た水鉄砲で遊びます。
【と き】８月１１日(木・祝)
【対 象】小学生
【定 員】１５人
【参加費】３００円

休館日

キッズ(小学生以上)タイム(卓球）

☆自由開放（遊戯室）定員約４０人
【対象】原則 0 歳～就学前の子どもと保護者
・火曜日～日曜日の
①

午前 9 時～12 時

② 午後１時～５時

※赤ちゃんコーナーのベッドをご利用の場合はバスタオル

午後２時～３時半
町内外可

（申込必要）

●キッズタイム 小学生から１８歳未満

（申込不要）

利用登録者証が必要です。町内外可
◇卓球体験
【と き】７月１６日（土） 午後２時～４時
【持ち物】体育館シューズ・汗ふきタオル・水筒
※ラケットは貸出用があります。
◇ポンポコ一座
南京玉すだれや皿回しを鑑賞し実際に体験もできます。
【と き】８月５日(金) 午後２時～３時
◇卓球（世代間交流）体験
卓球現役の高齢者の人に直接指導を受けたり、
ゲームを楽しめます。
【と き】８月２７日（土） 午後２時～４時
【持ち物】体育館シューズ・汗ふきタオル・水筒
※ラケットは貸出用があります。

をご持参ください。
☆自由開放（プレイルーム３）定員約３０人

～事業の申込方法～（７月２０日申込開始）

【対象】小学生以上の児童

申込書に①事業名②保護者氏名③子どもの氏名(漢字・ふりがな)

・平日の放課後～午後５時

④子どもの生年月日⑤住所⑥校区⑦電話番号を記入し、いなみっ

・土曜日・日曜日・祝日・春休み・夏休み・冬休み

こ広場窓口またはメール、FAX で申し込んで下さい。申込書はい

①

なみっこ広場窓口または町ホームぺージから

午前 9 時～12 時

② 午後１時～５時

（正午～午後１時は、消毒ならびに換気を行いますのでご
協力をお願いします。
）

ダウンロードできます。

【事業申込書】

●ギネスに挑戦！予選会

（申込必要）

「片足横とび」「ペットポトル回し」に挑戦
【と き】 ７月２１日（木）午前１０時～
７月２２日（金）午後１時半～
７月２３日（土）午後１時半～
7 月２４日（日）午前１０時～
【対 象】 小学生以上
町内外可
詳細について
【定 員】 各２０人
※予選会記録上位３人を対象にギネス公式戦
「本挑戦」が８月１７日（水）に行われます。
※申込開始日 ７月９日（土）
●小学生遊びの会 （「子育てねっと」共催事業）（申込必要）
【と き】 9 月 3 日（土） 午前 10 時～11 時半
【内 容】 「ボードゲームを楽しもう！」
【対 象】 稲美町在住の小学生
【定 員】 20 人

６月７日（火）～１０日（金）の４日間
稲美中学生３人・稲美北中学生３人が
いなみっこ広場で地域に学ぶ体験活動！

花壇整備や風鈴制作にも
取り組みました。

２歳児３歳児の会 ６月１４・１５日に実施
加古川歯科衛生士会の歯科衛生士による

子どもの歯に関心を示されるママたちは熱心に聞かれました。
歯みがきの必要性や親の仕上げ磨きの大切さを再確認され充実
した会になりました。

アンパンマンのパネルシアターを興味深く見る親子。

エリザベスママの
「パンツ きらーい！」

７月
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金
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土
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おもちゃ
ライブラリー

3

4

5
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ゆるり家
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16

ベビー
スマイリー

10

11

12

13

道親くらぶ
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18

14

19

20

21

道親くらぶ

24

25

うさちゃんひろば

道親くらぶ

22

23

29

30

ゆるり家

26

27

道親くらぶ

28

ゆるり家

31

※自然災害で稲美町に警報が発令された場合、ひろば活動は安全のため中止とさせていただきます。

《ゆるり家》
・ドイツゲームであそぼぅや

《コープ稲美 うさちゃんひろば》
・親子ふれあい遊び (参加費親子 1 組で 200 円)

【日 時】2 日(土) 13:30～16:30

【日 時】15 日(金) 10:30～11:30 申込不要

【場 所】いなみっこ広場

【場 所】コープ稲美組合員集会室

【定 員】20 人（先着順）

【問合先】078-935-7180

【参加費】小学生以下 300 円 中学生以上 500 円

(コープこうべ第 6 地区活動本部)

(小学生までは、親子で参加)
・よっとい day

《ベビースマイリー》

【日 時】21 日(木) 10:00～15:00

【日 時】6 日(水) 10:00～11:30

【場 所】ゆるり家

【内 容】親子遊び・わらべ歌

【参加費】300 円(お茶代込み・初回無料)
時間内出入り自由
・公会堂へよっとい day in 国岡
【日 時】27 日(水)10:00～12:00
【場 所】国岡公会堂
【参加費】無料
【問合先】メール：yururiya173@gmail.com

楽器遊び・手形足形で夏の風物詩
ベビーマッサージ
【場 所】加古福祉会館 きらめきホール
☆参加を申し込まれる人は、前日までに
下記にご連絡下さい。
【問合先】メール：chisato.k.105＠gmail.com
ＴＥＬ： 080-3807-4008

《おもちゃライブラリー》
《道親くらぶ》
・ちょっぴりおねえさんの会

・木のおもちゃを使って自由遊び
【日 時】1 日(金)10:00～11:30

【日 時】11 日(月) 10:45～11:45

【場 所】加古福祉会館 集会室

【場 所】母里福祉会館

【問合先】492-8668（社会福祉協議会）

・はじめまして～の会
【日 時】11 日(月) 9:30～10:30
【場 所】母里福祉会館
・ちょこくらぶ

2 【日 時】13 日(水) 10:00～12:00
【場 所】なんなん広場
・みちおやかふぇ
【日 時】18 日(月・祝)10:00～14:00

《いなみっこひろば》
【自由開放時間】火曜日～日曜日
① 9:00～12:00

②13:00～17:00

※利用時間を区切り、換気ならびに消毒を行っています。
【対 象】原則 0 歳～就学前の子どもと保護者
【問合先】497-7100 (いなみっこ広場)
メール：inamikko@town.hyogo-inami.lg.jp

【場 所】稲美中央公園野外活動センター
・なおちゃんとえいごであそぼ！！
【日 時】25 日(月)10:30～11:30

各ひろばの QR コードをスマートフォン

【場 所】母里福祉会館

等で読み取ると、各ひろばのホームペー

【問合先】メール：michioyasan@yahoo.co.jp

ジやメールの作成につながります。

