Vol.64★
ウイズコロナの中で
夏 出かけたよ。
冬 行ってみたいを、まとめ書き！
ああ

Go Toお出かけプランの
ヒントを見つけてね
・ステイホームその後
・こだわりのエコバック
・続 わらべ歌で
親子のふれ合い遊び
など、盛りだくさん。

感染予防のための、マスク着用の不安な日々はまだま
だ続いています。しかし嘆いてばかりではないママ達の
今を、編集委員は今回もアンケートをもとに記事にまと

・大きな公園→屋外で近いが一番。
・自然が多いうえに人
が少なめで大助かり
・動物園→予約制のところは空いているし、小さい子
どもにはぴったりの場所
・商業施設→平日は空いていて、乳児用施設や整備は

めました。
(実施場所)市内の子育てひろば（14 ヶ所）

ありがたい。遊び場が広いし

(実施日)9／16～9／30

・水遊びできるところは楽しかったな
・屋外も十分に楽しめます
・子育てひろば→消毒がされているし、利用する人が制
限されているから安心

アンケートから

・東飯能地方の川辺や奥多摩→都内で山を感じることが
でき、人が少なめで広い
・車で移動できる、サイクリングができた

出かけたい。でも小さい子どもを抱えて不安もいっ

・デパート屋上→歩き回れるし、わりと空いている

ぱい。そこで夏出かけた経験のあるママたちに、どこ

・サーカス→席はひとつおきで感染対策が完璧です

へ、そしてどんな工夫をしたのかな？など回答数の多

・キャンプ場→のびのびと遊べる

い順に並べてみました。

・フルーツ狩り→予約制のためか人混みがない

夏は出かけたの？どこへ？ ・実家（遠方を含む）

ウイルスが活性化する冬はどうなるかなー

感染症対策はいかが？

・自然を求めて
（山、川、海、虫取り）

・山梨 ・お台場
・奥多摩・動物園・草津

（移動手段）車 電車 新幹線 飛行機 バス

・睡眠、食生活、疲れをためないなど、体調の管理をし
っかり・インフルエンザの予防接種も受けるつもり
・家族でも同じ皿を使わないため大皿をやめた

アンケート結果を見て
（編集委員）若菜ママ・記
「子どもはマスクが出来ない月齢だから、心配でな

・人混みが少なく、密にならない

かなか外出できない」という声も聞かれます。

・風通しが良く換気ができている

しかし皆さん、このコロナ禍でも工夫して過ごして

・子どもが楽しめ、子連れでも気を遣わないところ

いる様子が伝わりました。

・ブランドもの（3000 円～6000 円くらい）
（シュ○ット・カ〇ディ ・IK○A など）
・いただいたもの ・ノベルティグッズ
・100 円均や 300 円ショップでゲット
・雑誌の付録も良いですよ

迎えに行けます

な？手洗いやマスク着用をしながら、密にならない屋外

・なるべく近場で、できれば公共交通機関を使わない場所

などを選んで、子ども達と過ごしている

・平日が良いかな！予約ができるとなお便利

ママが多いことがわかりました。
来年には収束しますように・・と祈って

ているところ・アクセスがよい・個室での外食

今は手洗いなど出来ることをしながら

はサイコー・都外も良いな）

皆で乗り越えて行きたいです。

・以前から持っていたもの

・家族一緒に食事のできる時間が増えてハッピー

・自転車カゴサイズで、新たにマイカゴを購入し

・ワンオペ育児が解消。パパ、ママで子育ての分担

た人も

ができて助かる

エコバッグにして良かった
・バッグの容量以上の無駄な買い物をしないよ
うになった
・これまでの買い物後のレジ袋の処理が不用

・在宅パパが離乳食の手伝い、買い物時、子どもと
一緒にお留守番。お風呂に入れてくれます
本音も・・・

持ち歩く習慣、大丈夫？

・子どもがハイハイするようになって、パソコンを

・急な買い物の時に持ってなかったーってこと

使うのが大変になった

が時たま（汗）
。どんな時でも必ず 1 つは持っ

・子どもとの時間が増えたが、昼食の用意は面倒

て歩くよう心がけなくては

いいね

続・親子でわらべ歌

ふれあい遊び
ママと子どもは
信頼のアイコンタクト

①いちり にり さんり
子どもは寝かせて遊びます。
（写真参照）
ママが軽く握って、足首から順番に揺らしてあげます。
1.いちり＝足首 2.にり＝両ひざ 3.さんり＝足の付け根
4.しりしりしりしり＝脇の下をくすぐる
「しりしりしり」で、「くすぐったぁ〜い！」と子どもの声
が上がります。子どもはくすぐり遊びが大好きです。
オムツ替えやお風呂上がりの時などにお薦めです！
（アレンジ）向かい合い座って、腕を使ってでも楽しいです。
②ふくすけさん
お豆さんのような赤ちゃんの可愛い指を、歌いながら優しく
触ります。手や足の指を刺激してあげましょう。
③おちょず
体や喃語（なんご＝赤ちゃんが発することば）で遊びます。
詳しくは、図書館や YouTube を参考にしてください
「立川市 子育 て ひろば 」へ

・車で行けて、駐車場がある

・折りたためる ・保冷バッグ機能がある

遊びに来てね！

以前と比べると外出が少しずつ増えてきているのか

エコバックで優先したものは？

詳細は、 検索 し てくだ さい

・消毒などの感染症対策ができていて清潔な場所

その他（隣の県・自転車でいける・予約しなくても空い

どんなバッグを使っていますか？

・これまで通り手洗いや消毒、除菌、マスク着用を徹底
し、外出後はすぐ入浴する

レジ袋有料化から３ヶ月

こだわりのエコバッグ

・通勤時間がない分ゆっくりでき、早く保育園にお

（子ども 未来セ ンター グル ープ活動 室にて ）

その他のテーマパーク

プチ リサーチ

助かっています

↑ 新しいわら べ歌を 習得中 の編集委 員親子

・ディ○ニーランドや

外出先を選ぶ
基準はなーに？

そしてその後

今出来ることを、見―っけ！

在宅ワークしていますか ？

ウイズコロナの中のママ達

Go To おでかけで、お薦めの場所は
ありますか？理由も教えて！

親子で

私たち

編集後記
と雑感

編集しました

妊娠中の私は、編集委員とし
て最後まで全う出来るのか不
安でしたが、仲間達に体調を気
遣ってもらいながら、とても楽
しく活動出来ました。
初めの頃に比べると子どもも
とても成長していて、会議中の
過ごし方も変わっていったのが
印象的でした。
編集委員が終わるのは寂しいで
すが、とても貴重な経験をさせ
ていただきました。
1年間ありがとうございました。

「わらべ歌でふれあい遊び」
を記事にするために、みんな
で体験し、遊んだのも良い思
い出です。
コロナ禍の中での編集作業
だったので、子育てひろば等
でのアンケートが主でしたが、
ママ達の生の声を拾い、リア
ルタイムで伝えられて良かっ
たかな！
何かのお役に立てていれば嬉
しいです(^^)こういう機会を
頂けた事に感謝です。

親として不安、心配な生
活をおくる中で、少しでも
みなさんと共有できる情報
を 発 信す るこ とに携わ れて
よかったです。
なかなかママ友やその子
どもたちに会えない状況が
続いていますが、「広報み
たよ」「みんな同じ気持ち
なんだね」と声をかけてく
れる方がいて、とても嬉し
かったです。

菜津子ママ＆さえちゃん
若菜ママ＆いろはちゃん

梨絵ママ＆そうやくん
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本誌は
●市民から募集した編集グループ(ママ)と、NPO法人
ワーカーズコープとの協働制作です。
●ここに置いてあります
子ども家庭支援センター、子ども未来センター
立川市役所、市内幼稚園、保育園
市内13カ所の子育てひろば、児童館、学習館
図書館 他
●バックナンバーもご覧ください。
・立川市のHP(～ H24年度版まで)
・立川市子ども未来センターHP(H25年度版から)

●立川市から委託を受けて発行しています。
（発行元 ) 〒190-0022 立川市錦町3-2-26
立川市子ども未来センター内
NPO法人ワーカーズコープ
TEL:042-529-8664 FAX:042-512-8551
●ご意見・ご感想をお寄せください！

メールで、件名に「ほほえみ」と書いて
MAIL:kiratto@roukyou.gr.jpまで送信を！

募集します
2021年・編集メンバー

募集要項
対
象
活動場所
任
期

０歳児を子育て中のママ
主に子ども未来センター
１年・・・活動期間は２月～11月
頃の予定
募集人数 ６名程度
（応募者多数の場合は抽選）
内
容 本誌発行のための企画、編集を
担当していただきます
備
考 無償ボランティア
交通費等は自己負担となります
簡単なパソコン操作が出来る方
応募方法
本人ご氏名と、子どもさんの名前
年齢月齢・ご住所・電話番号・
応募理由を書いて
kiratto@roukyou.gr.jpまでメール
してね！
応募締切 2021年 1月24日（日）
予
定 第1回編集会議
日時：2021年 2月 9日（火）
AM10：00～
場所：子ども未来センター

※個人情報は、本誌制作活動・イベント活動以外には使用致しません。

