
　私自身、3人の子どもの母親ですが、「赤ちゃんに絵本なんて分かるわけがない」と長男が4歳になるまで、
絵本を読まないお母さんでした。しかし、生後5か月の長女が絵本を喜ぶ姿に衝撃を受けて、「絵本で子育て」
を始め、私自身、絵本に救われました。その経験を生かし、今回の講座では、誰でも簡単にできる「絵本
で子育て」をお話しします。

 講師のひとこと  
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「絵本、読んで！」

日　2月2日(日) 14時〜15時30分
場　中央図書館
定　40人(申込順)
料　無料　　持　筆記具
申　12月10日(火)から中央図書館へ☎271・3001

　子どもに絵本を読んであげることは、単に「絵本を読む」ということ以上に大きな意味があります。それは、
親と子のふれあいの時間であり、読むたびごとに、読む本ごとに豊かな出会いや恵みをもたらしてくれます。読
み聞かせに抵抗のある方や、子どもが興味を示してくれず、諦めた経験がある方もいるかもしれませんが、これ
を機会に、お子さんと絵本との関わり方を見つけ、楽しんでみませんか。

　「読み聞かせをしてあげたいけれど、どんな風に読めばいいの
か分からない、そもそもどんな本を読んだらいい？」そんなパパ
たちに朗報です。読み聞かせのコツから絵本の選び方までを楽し
くお伝えします。もちろん、ママも大歓迎。

パパのための読み聞かせ入門講座

　 ほぼ毎日、寝る前に読んでいま
す。本は図書館で借りてくること
が多く、最近は、食べ物や料理に
興味があるようで、そういう本が
多いですね。

　 寝るときに子どもが本を持って
くるので、読んであげます。お気
に入りの本は暗記するほど何度も
何度も(笑)。これからも時間を見
つけて読んであげたいと思います。

パパにインタビュー　
子育て講座に参加していたパパに聞きました！
Q　どんなときに、どんな風に本を読んでいますか？

　 自分も本が好きなので、子ども
にもよく読みます。本を読むとき
は、そのキャラクターになりきっ
て、声を使い分けたりしながら読
んでいます！

　 子どもに絵本を読んでいるうち
に、いつの間にか自分自身も夢中
になっていることがあります。絵
本は大人が読んでもおもしろく、
心に響くものがあります。

●コ ●コ ●ソ ●コ
子育て♥coco-soco あなたのすぐソコ！にある子育て支援を紹介

interview

お子さん連れで参加できます！

パパママ

6

子育て情報BOX
すくすく

子育てサイト

● 児童・家庭総合相談窓口 子育て・虐待・家庭の問題など 
　（☎ 271・1111）

● 女性・DV相談直通ダイヤル（☎ 298・7716）

● 鶴ヶ島子育てセンター［鶴ヶ島保育所内］（☎ 286・7201） 子育て 

● 川越児童相談所（☎ 223・4152） 子育て・児童虐待 

● 児童相談所全国共通3桁ダイヤル（☎ 189）24時間
365日   児童虐待

● 保健センター（☎271・2745） 妊娠・出産・子どもの発達など 
　親子相談…12月12日（木）13時〜・14時〜　※要予約

困ったときは・・・

子育て
SuKu SuKu

いろどり保育室のお友達♪

ちょっと公園までお散歩。

対　0歳〜3歳の児童の保護者
日　12月17日(火) ①10時〜10時
50分②11時〜11時50分
場　富士見市民センター
内　子育てセンターで人気の「チ
ェーンリングボトル」を作ります。
定　①②各8人（申込順）
※　①か②どちらかを選んで申し
込んでください
※　お子さんを連れて参加できます
料　220円（材料費）
申 問　12月4日（水）9時から鶴ヶ
島子育てセンター(鶴ヶ島保育所
内)へ☎286・7201

子育て講座「おもちゃを作ろう」

対　多胎の乳幼児とその保護者ま
たは妊婦
日　12月25日(水)10時〜11時30分
場　保健センター
内　情報交換、親子ふれあい遊び
申　不要
問　保健センター☎271・2745

ふたごちゃんママ＆パパの集い

対　乳幼児親子
日　12月18日(水)10時30〜11時30分
場　西児童館
内　楽器を使ったコンサート、大型絵本の読み聞かせ、リトミック
定　60組(申込順)
申 問　12月2日(月)9時30分から西児童館へ☎285・7048

ミニクリスマス会

対　幼児親子・小学生
日　12月15日(日)10時30分〜
場　上広谷児童館
内　0歳から楽しめる、動く大きな
絵と歌と遊びの参加型コンサート
申　不要
問　上広谷児童館☎287・1732

大きな絵があるファミリーコンサート

対　幼児親子
日　12月11日(水)10時30分〜
場　脚折児童館
内　ダンス、ペープサート、読み
聞かせ
定　30組(申込順)
申 問　申込用紙に記入し、脚折児
童館へ☎287・0270

ミニクリスマス会

対　未就学児とその保護者・妊婦
日　12月20日(金)受付9時30分〜
10時30分
場　保健センター
内　身体計測、保健・栄養相談など
持　母子健康手帳
問　保健センター☎271・2745

乳幼児すこやか相談

対　未就園児とその保護者
日　12月11日(水)
場　富士見保育所
定　10組（各年齢3人程度）
持　着替え、飲み物（水か茶）
申 問　12月4日(水)から前日まで
に富士見保育所へ☎285・6648(平
日のみ)

地域交流保育
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