
私は、図書館で「ぴよぴよタイムおはなし会」「おはなしの森おはなし会」
を行っており、わらべうたで親子遊びをしたり、絵本や手形人形、パネルシ
アターなどでお話を楽しんだりしています。「今日のおはなし会、楽しかっ
た！」と言ってもらえるように、子どもの気持ちを大事にしながら、みんな
が参加できるようなことを考え、プログラムに入れています。
お子さんを膝に乗せたお母さんが、自然と絵本に合わせて子どもをゆすった
り抱き上げたりして、親子で絵本を楽しんでくれているのを見ると、とても
うれしくなります。
お子さんが小さいときは、絵本を読んだり体を触れ合ったりしながら、人の
肌のあたたかさや声の優しさをたっぷり味わわせてあげてほしいです。お子
さんと一緒に、たくさん楽しんでくださいね。
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毎月第1金曜日に、「サークルこぐま」のメンバーで「あかちゃんおはなし会」
をやっています。図書館のスタッフさんと一緒に、季節に合った本を紹介し
たり、そのつながりでわらべうたをやったり、子守歌なども取り入れていま
す。季節感を大切にすること、そして「あかちゃんがお客様」だということ
を常に頭に置いて取り組んでいます。長く活動していますが、あかちゃんの
笑顔が一番のやりがいです。
以前はお母さんとお子さんというペアが多かったのですが、最近はお父さん
の参加も増えてきました。ファミリーで楽しんでくれています。
子育て中はいろんなお悩みがあると思います。少し経つとまた悩みの内容が
変わったりしますよね。同じ立場の方や同じ経験を持つ方などのアドバイス
を聴きながら、ぜひ子育てを楽しんでください。

 Interview 
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問合先　中央図書館☎︎271・3001

中央図書館で、　　　と一息、リフレッ シュ！

子育て  図書館特集 

図書館は、忙しい育児の合間のリフレッシュにおすすめです。新たな物語や知識と出会 えるだけでなく、楽しく遊ぶこともでき、お子さんにとっても豊かな経験になることでしょう。
中央図書館には、子育てをサポートしてくれるサービスがたくさん！お子さんと一緒 に、自分たちに合う楽しみ方を見つけて、穏やかで楽しいときをお過ごしください。

あかちゃんとその保護者を対象とした様々なサービスやイベントを実施しています。
詳細はホームページをご確認いただき、ぜひご参加ください！

あかちゃんの
行事 詳細はこちら詳細はこちら
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私たちは、保護者の方に図書館で自由に過ごしていただくためにお手伝いを
しています。保育士の資格を持っていますので、保育園のことやきょうだい
の子育て、離乳食などの相談を受けることも多いです。
ここに来るお子さんは、お母さんと離れるのが初めてという子がほとんどで
す。離れるときに、わーっと泣いてしまったりしますが、これはお母さんの
ことが大好きな証拠。お母さんからすると心配でしょうし、お子さんをかわ
いそうに感じてしまうかもしれませんが、安心して任せてください。
自分の本を選んだり読んだりするのもよし、下の子だけ預けて上の子と1対1�
でゆっくり本を選ぶ時間を作るもよし。いろんな使い方があります。一度様
子を見てもらえれば雰囲気がわかると思いますので、ぜひ気軽に利用してく
ださいね。
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私らしく。
図書館は、忙しい育児の合間のリフレッシュにおすすめです。新たな物語や知識と出会 えるだけでなく、楽しく遊ぶこともでき、お子さんにとっても豊かな経験になることでしょう。
中央図書館には、子育てをサポートしてくれるサービスがたくさん！お子さんと一緒 に、自分たちに合う楽しみ方を見つけて、穏やかで楽しいときをお過ごしください。
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もっと！

子育て中の保護者の皆さんが図書館を利用している間、「育児コンシェルジュ」が
お子さんをお預かりするサービスです。

日時　第1金曜日を除く金曜日　10時～12時
　　　①10時～11時　②11時～12時　※　1日の利用は1時間まで
場所　中央図書館1階児童室内「くまさんのおへや」
利用できる方　鶴ヶ島市立図書館の利用カードをお持ちの方
対象年齢　生後6か月から未就学児
定員　お子さんの年齢に応じて、1時間あたり2人～5人程度
費用　無料
申込み　利用を希望する日の1週間前から前日までに中央図書館へ直接または☎︎271・3001
※　定員に空きがある場合は、先着順で当日の申込み可

お手伝いできること
　 子ども向けの本選びのお手伝い、読み聞かせ　　 育児関連書籍の案内
　 子ども連れで図書館を利用される方のサポート
　 例)保護者の方が本を選ぶ間など、短時間、ベビーカーや荷物を持つ
　 育児中のお悩みについての相談

託児
サービス

育児
コンシェルジュ

とても助かっています！一人の時間を持

てることで、 ほっとできます。 預けてい

る間は、 自分の本をゆっくり探したり、

勉強をしたりしています。 初めて預けた

ときは、 離れていてもわかるくらい泣き

続けていて心配だったのですが、 今回

は楽しく遊んでくれているようで、 安

心してじっくり本を選べました。

黄色いエプロン

が目印です！

パパママを支える

大きなくまさんが目印！

パパママを支える

ほっっ

育児コンシェルジュにお任せください！

利用したママの声
(2回目の利用・1歳7か月男の子)
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ブック
スタート

もっと
利用しやすく

ブックスタートとは、あかちゃんと保護者とが絵本を介して心触れ合うあたたかな
ひとときを、地域に生まれたすべてのあかちゃんに届けるための活動です。保健セ
ンターで行われる4か月児健康診査の際に、図書館スタッフが読み聞かせの実演を
行い、あかちゃんと保護者が一緒に絵本を味わう楽しさを体験してもらっています。
読み聞かせした絵本は、図書館の利用案内などを入れたブックスタートパックと一
緒にプレゼントしています。

あかちゃんは、大好きな人に抱っこされて、優しい声で語りかけてもら
うことが大好きです。大人にとっても、あかちゃんと向き合い、語りか
ける時間は、忙しい子育ての中の心安らぐひとときになります。

おむつ替えシートや授乳用電気ケト
ルがあるお部屋。リラックスしてお
むつ替えや授乳を行うことができま
す。お気軽にカウンターにお声がけ
ください。

あかちゃん休憩室

電子看板により、図書館
の情報をわかりやすくお
知らせしています。

デジタルサイネージ書籍除菌機を2台設置してい
ます。書籍を除菌し、本に風
をあてて、はさまったゴミや
においをとる機械です。

書籍除菌機

あかちゃんと保護者の方が気兼ねなく
図書館を利用できるよう、スタッフが
サポートします。他の利用者には、ポ
スターなどであかちゃんの泣き声など
について協力を呼びかけます。

あかちゃんタイム
(毎月第1金曜日10時30分～12時30分)

本との出会い

除
菌
中
…
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● 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 

困ったときは・・・

子育て情報BOX

対　1歳～3歳の子どもの保護者
日　 ①6月22日(水)②7月14日(木)10時15分 ～11
時45分
場　北市民センター
内　①トイレトレーニング方法～進め方とコツ～
②情報交換＆おしゃべりタイム
定　各回8人(申込順)
持　筆記具、飲み物
他　保育あり(1歳～3歳)、1歳未満児の同室可、1回 
のみの参加も可(ただし、②は①を受講した方が優
先)
申 問　6月3日(金)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「トイレトレーニング」

ファミリー・サポート・センターは、子育ての援助を依頼したい方(依頼会員)と、子育ての援助を提供したい方(提
供会員)が、双方の合意のもとに子育てのお手伝いを行う会員組織です。
子育て・孫育ての経験を生かし、地域で子育て世帯をサポートしませんか？
対　育児を応援したい市内または隣接する市町に在住する20歳以上の方
日　①6月14日(火)②15日(水)10時～15時(全2日間)
場　市役所1階101会議室
内　①ガイダンス、保育講習②安全講習、救急講習
申 問　ファミリー・サポート・センター運営事務局へ☎299・5790

ファミリー・サポート・センター提供会員講習会

この会でおしゃべりをして情報交換をしませんか？
対　未就学の親子(①多胎児妊娠中の方、ふたごの
親子②子どもの発達が心配なママ)
日　6月14日(火)10時15分～(受付10時～)
場　保健センター
内　グループワーク、フリートーク、親子ふれあい
遊び
定　6組
申 問　保健センター
へ☎271・2745

ようこそ鶴ヶ島de子育て

住所　高倉1247-1　☎271・3001

アクセス
つるバス南北線「中央図書館」下車

利用案内などは、図書館ホームページをご確認くだ
さい。「こどものページ」では、おはなし会の案内や
おすすめ本などを紹介しています。

さぁ、中央図書館へ行ってみよう！

図書館HPはこちら
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