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名古屋民間保育園連盟青年会議公認

おでかけ情報
子どもの健康管理「子どもの熱中症」
インタビュー 輝くらうママ
にんげん図書館　山本茜さん
子どもコーナー「くじらのめいろ」
読者プレゼント
保育園紹介　名東区「すずの森保育園」

パパママの声を集めた「みんなのホンネ Lau VOICE」が開始！
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P2・3《特集》「夏の郡上・美濃」

子育て世代のミライをデザインする親子向けコミュニケーションマガジン

梅雨空が晴れたら、夏本番。
子どもたちの好奇心が高まる季節がやってきます。
川遊び、キャンプに虫採りなど、
たくさん自然と触れる機会を作って
あげたいですね。

名古屋市内から車で約 1時間 30分でアクセスできる
岐阜県郡上・美濃。
長良川が流れ、山の緑に囲まれたこの地で、
夏だからこそできる「自然体験」をしませんか！
子どもたちの「ワクワク」を刺激する
日帰り旅にでかけましょう。

「おでかけトイレPOTONⅣ® 」

アンパンマン砂場ホルダー

中日ドラゴンズ観戦
ペアチケット

7月のプレゼント

“特集”



5月号アンケートより
写真を撮るセンスがないので、ママカメラマン直伝のとこは、食い入るように読ませてもらい
ました (*^ ▽ ^*) 写真を上手に撮れるようになりたいです☆（熱田区・30代・パート、アルバイト）

郡上市白鳥町長滝下川原 420-10 道の駅「白鳥」隣接地 TEL 0575-85-2115 
●アユつかみ体験　1人 1,000 円（2匹まで、3匹目から別途 500 円、受付
は 15 分前に締切）●釣り堀体験 1人 1,000 円 （2 匹まで、3匹目から別途
400 円、9:00 ～ 16:00）

郡上市白鳥町前谷 64-1  TEL 0575-85-2632  10:00
～ 17:00（LO16:30）5 ～ 9 月は無休、10 月は不定
休  80 席、予約不可 ●流しそうめん大人 700 円、小
学生以下 500 円、イワナの塩焼 600 円

今年の 6月 2日にオープンしたばかりの自然体験施設。アユつかみやマ
ス釣りなどが楽しめます。人工河川として整備された魚つかみどり広場は、
水深10cmほどで幼児も安心。捕まえた魚を自分で串打ちして焼くことで、
命をいただくありがたさを学びます。アユつかみ体験は、土日祝の 11:00
と 13:30 から。7月 21日（土）～ 8月 26日（日）は毎日開催。

湧き水で食べる流しそうめんは、つゆ一杯に
つき食べ放題。コシがあり伸びにくい麺で、
いつまでもツルツルとした食感が楽しめま
す。自家製たまりのつゆも絶品。大人は薬味
の山わさびを入れるのもお忘れなく。

阿弥陀が滝荘から、散策路を歩いて 10分。
秘境さながらの空間に、落差 60mの滝が
現れます。滝の裏側まで近づけて迫力満
点！名古屋と体感温度が 10度ほど違うの
で、避暑地としても人気。

　 臭みの少ないアユなので、魚が苦手な子どももおいしく食べられる 　取った
魚を串にさしてオリジナルの炭焼き で 40分焼く 　床と 3 面の壁に映像が映
し出されるシアタールーム。長良川の源流から下流へ旅をする映像に子どもたち
は大興奮
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HEAT BALLOON物語
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サックスと打楽器のアンサンブル集団
「カズトレインサックスカルテット」に
よる赤ちゃんから親子で楽しめるコン
サート。アニメソングや童謡などを生演
奏で楽しめます。床席やベビーカーのま
ま鑑賞できる席も。料金はペア1,000円、
追加 1名につき 700 円（0歳からチケッ
トが必要）。●チケットの購入、問合せ
／同劇場TEL 052-745-6235

劇団うりんこによる、仲間の力を描く探
偵ストーリー。謎の館に迷い込んだ少年
コタロウたちは、特技を活かし事件に
立ち向かいます。8月 17 日（金）14:00
中川文化小劇場、21日（火）13:30 昭和
文化小劇場で公演。料金は前売2,000円、
当日 2,500 円。３歳以下で席が必要な
場合は有料。●チケットの購入、問合せ
／劇団うりんこTEL 052-772-1882

名古屋民間保育園連盟では、保育園で働
きたい人向けの相談会 ｢保育園フェスタ
2018 就職情報展」を行います。保育園・
認定こども園への転職希望者、元保育士・
看護師・調理員など、参加者を募ってい
ます。日時は 8月 4 日 ( 土 )13：00 ～
17：00、会場は熱田区の名古屋国際会
議場イベントホール。●問合せ／同連盟 
TEL 052-957-1970

「おかあさんと
いっしょ」の“う
たのお兄さん”で
おなじみのだい
すけお兄さんのツ
アーが愛知で初開
催。世界の名作
を“ちょっと不思
議なミュージカ
ル＆コンサート
仕立て ”で届け

ます。料金は 3,000 円（1歳から有料、
全席指定席）。チケットぴあ（Pコード：
639-217）、ローソンチケット（Lコード：
43190）等で販売。●問合せ／アークイ
ンターナショナル TEL 0798-34-5377
（平日 13:00 ～ 18:00）

ベビーカーコンサート

名探偵！山田コタロウ

保育園で働くための就職フェス

だいすけお兄さんの世界迷作劇場2018-19

７月25日（水）千種文化小劇場

8月17日（金）中川文化小劇場

8月 4日（土）名古屋国際会議場

8月23日（木）豊田市民文化会館

娘とスゴいケンカをしてイライラな私。そんな時 Lau のページをめくると小さい赤ちゃんの
手が…。娘もこんな手の時があったなぁーとホッとなりました。（中川区・40代・専業主婦）

郡上市八幡町有坂下中間 667( 郡上八幡
自然園そば）　TEL 090-8133-4241 　
7：00 ～ 10：00（最終受付 9：30)
乗車希望日の前日正午までに要予約。雨
天、風が強い場合は中止 ●乗船料 大人
2,500 円～、小学生 2,000 円～、幼児
1,500 円～、3歳以下無料

美濃市下河和 468-3  TEL 0575-32-2105
（平日 9:30 ～ 17:00、洲原地域ふれあいセンター）
●入園無料　常時開放、無休●貸衣装　9:30 ～
16:00（平日のみ、お盆期間中営業、1着 1時間以内）
●空飛ぶ写真が応募できる「魔女コンテスト」開催！ 

岐阜県内の高速道路（一部区間を除く、ETC
車限定）が、連続する 2 日間乗り放題とな
るプラン。愛知県内の東名・守山スマート
IC、小牧 IC、名神・一宮 IC から入って岐
阜に向かう場合も適用。利用方法はNEXCO
中日本公式WEBサイトから事前申込みを。
詳しくは、「速旅　旅行ドライブ」で検索。

岐阜県周遊コース

普通車　5,300 円　軽自動車等　4,200 円

快走Ｇ割！
岐阜県周遊ドライブプラン

問合せ　フリーダイヤル0120-922-229
（NEXCO中日本お客様センター）

ロープにつながれた状態で上下に
飛行する熱気球フライトを体験で
きます。高度25m以上まで上昇。
眼下に望む長良川と山並みの美し
さは圧巻。

約 2万本のひまわり畑をバックに
「空飛ぶ写真」を撮ることができま
す。魔女やプリンセスなどの貸し衣
装は1着200円。ひまわりの見頃は、
8月上旬から中旬まで。

インスタ映え抜群のメロンの器
の中には、生クリーム、バニラ
アイス、果物やスポンジがぎっ
しり。数量限定の人気商品！提
供は、8月いっぱいまで。
郡上市白鳥町為真 188-24 TEL 
0575-82-6468 11:00 ～ 17:00
（LO16:30） 、月～水休み、 ま
るっとメロン 1,100 円（売り
切れ次第終了）

酸味の少ない大粒のブルーベ
リーは9月初旬までが旬。ブルー
ベリー狩りは摘み放題・食べ放
題で時間制限なし。ヨーグルト
などを持ち込んで、トッピング

して食べられるのもうれしい。
郡上市大和町古道 244 TEL 090-1625-
8615 8:00 ～ 17:00 要予約（屋外のため、
雨天の場合は摘み取り不可） 大人 1,000
円、小学生 500 円、幼児以下無料

DRIVING information

おでかけ情報 I N F O R M A T I O N

HEAT BALLOON物語

洲原ひまわりの里

「ノカフェ」の 「イーハトーヴ」の

空から眺める、雄大な自然

ホウキにまたがって
「ハイ、チーズ！」

旬のフルーツを満喫！

まるっとメロン ブルーベリー狩り
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「低年齢の子どもほど自分の体調を
うまく自分で伝えられません。“いつ
もより顔が赤い”、“暑いのに青ざめ
た顔をしている”など顔色の変化や、
体が熱い、全く汗をかいていないな
どの異変は、体温調節ができていな
いサインです」と山中さん。子ども
は遊びに夢中になりがちですが、マ
マが「そろそろひと休み」とタイミ
ングをみて体を休ませ水分補給を。
「冷たい水か麦茶などがお勧め。ス
ポーツドリンクは補助的に、様子を
見ながらあげるといいですね」。

日ごろから適度な外遊びをさせ
て、暑さに適応できる体づくりをし

ておくことも予防につながります。
また、喉が渇いたら水を飲む習慣を
幼少期から身に付けることも大切な
ので、「のど乾いてない？」とこまめ
に声掛けを。どういったタイミング
で水分を摂るかを子どもに学習させ
ましょう。
「プールの機会が増える季節です
が、水遊びをしていてもたくさん汗
をかいています。また、室内でも湿
度が高く、風のない状況では熱中症
の危険が高まります。どちらも水分
補給は必須です」と鈴木さん。子ど
もは熱中症を自分では予防できない
からこそ、周りの大人が目を配るの
が大切。こまめに休んでしっかり水
分を摂るなど予防対策を心掛けて、
元気に夏を過ごしましょう。

子どもは大人に比べて体温調節機能が未熟です。その上、身長の低い子ども
は、地面からの照り返しを受けやすいので、大人より熱中症の危険にさらされ
ています。子どもの熱中症を予防するためのポイントを、名古屋市健康福祉局
の保健師・鈴木愛さん、山中桃子さんに聞きました。

子どもの
健康管理

輝く
らうママ

「昔から本が大好きで “本と人が
出会う場所”をテーマにさまざまな
場を作っています」。山本茜さんが代
表を務める「にんげん図書館」は、
図書館と連携した街歩きや、名古屋
市内の古本屋巡り、読書会など、本
にまつわるさまざまなイベントを企
画。街歩きで得た情報と図書館で調
べた資料を元に、ウィキペディアに
記述する「ウィキペディアタウン」
というちょっとユニークな取り組み
も行っています。
普段は２つのNPO団体でも働き、
広報や講座の企画・運営などを担当。
複数の仕事を兼務しながら、家事や
２歳のお子さんの子育てをする毎日
です。手帳にタスクを書き出し優先
順位を決め、できるだけ前倒しに作
業を進めるように。子どもが１歳に
なり、子育てと仕事を両立するよう
になってから朝型生活を実践。「子ど
もと一緒に夜9時頃就寝。朝4時に
起き事務などをしています。作業が
はかどる上、生活リズムが整い体調
も良くなりました」

「以前は子どもが熱を出しても、気
を遣わせるのではと周りに言えなく
て。でも、今は早めに事情を伝え、

仕事の進め方を相談しています」。予
定通りに進まなくても気持ちを切り
替えて取り組むことができるように
なりました。
家事や育児は夫婦で分担。「私は料
理と子どものこと、夫は掃除や洗濯
と、それぞれが得意なことを担当し
ています」。スケジュールはスマホの
アプリで共有し、子どもの体調が悪
い時はお互いの仕事を調整。ひとり
で抱えこまず周りの人と協力しあっ
て、柔軟に変化に対応していく。そ
の姿勢は山本さんのキャリア観にも
表れているようです。
「にんげん図書館は、自分が大切に
したい事業。お金のためにと無理を
せず丁寧に続けていきたい。本屋さ
んや図書館の職員さん、地域の人な
ど、多くの人と関わりながら、本を
通して新しい価値観と出会う機会を
届けていきたいです」

子どもの健康管理の記事は、毎回必ず目を通します。慌ただしい日々の中、
抜けてはいけない部分を気づかせてもらえるので。（中川区・40代・会社員）

http://www.city.nagoya.jp/kurashi/category/8-4-9-4-0-0-0-0-0-0.html

名古屋市のホームページ内の「暮らしの情報」から
熱中症に関する詳しい情報が得られます。

・顔が赤いor 青い
・体が熱い
・ひどく汗をかいている
or 全くかいていない

・おしっこの回数や量が少ない
・食欲が無い
・こむら返りを起こしている
（子どもだと痛みを訴えることもあります）

こんな症状
に要注意

ママだから感じるサイン

暑さに負けないからだ作り

朝型生活で効率アップ

無理をせずしなやかに

仕事も暮らしも自分らしく仕事も暮らしも自分らしく
大切に育てていきたい大切に育てていきたい

大人よりなりやすい大人よりなりやすい
「熱中症」にご用心「熱中症」にご用心

にんげん図書館

山本 茜 さん

本と人が出会う多彩な機会を作る
「にんげん図書館」を主宰しながら、
子育て支援と多文化共生の 2つの
NPOで企画・コーディネート業務
も担当。長女２歳。

　HP　　http://peoplelibrary.net/

　問合せ　  ehon.akane@gmail.com

名古屋市健康福祉局
健康部健康増進課

保健師 鈴木 愛さん

山中 桃子さん

自宅で
仕事

朝食・子どもの
身支度

保育園へ送る

睡眠

仕事

保育園のお迎え・
夕食準備

夫の
夕食

子ども
と夕食

子どもと遊ぶ・
お風呂
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●山本さんの 1日のスケジュール

CHECK!

右

左

Jul.2018 Vol.214



Lau7月号 読者アンケート

Q1.

Q2.

Q3.

いつもちょっとした 間時間に飲むカフェオレのおともに読ませてもらってます！（名東区・30代・会社員）

子どもと子どもと
つくろう あそぼうつくろう あそぼう

●個人情報の取り扱いについて●個人情報はプレゼントの抽選・発送、取材の申し込みの目的で使用し、目的外利用や第三者提供を行いません。なお、処理業務については外部委託することがあります。記入項目が不足する場合、当選者から除外されることもありますのでご注意
ください。個人情報の開示、訂正、追加、削除等については、本人確認の上で対応いたします。お問い合わせは以下連絡先までお願いいたします。株式会社中日メディアブレーンＰＭＳ管理責任者 TEL　052-232-3500　※当選者の発表は発送をもって代えさせていただきます。

右記URLにアクセス後、「応募フォーム」に必要事項
と右のアンケートへの回答を入力しご応募ください。

※郵送での応募は受け
　付けておりません。 応募締切：2018 年 7月 31 日（火）24時までhttp://lau.nagoya/ご応募

方法

2人 4組 8人

映画アンパン
マ ン 30 周 年
記念作品「そ
れいけ！アン
パンマン かが
やけ！クルン
といのちの星」
が全国ロード
ショー。公開
を記念して「アンパンマンのおでかけ砂場ホ
ルダー」（1,080 円）を 2人に。

子連れのおでかけでの渋滞時や
アウトドアに最適な車載トイレ
（3,024 円）。抗菌性凝固剤を使用
しているので消臭効果が高く、処
理後は可燃ごみで処分できます。
目隠し用ポンチョ
付き。
●問合せ／まいに
ち TEL 072-438-
7358

ナゴヤドームで開催さ
れる中日戦の観戦チ
ケット（オパールシー
ト・ペア）を4組8人に。

8月31日（金）
9月 1日（土）
9月 7日（金）
9月 8日（土）

18:00試合開始 中日 vs巨人
14:00試合開始 中日 vs巨人
18:00試合開始 中日 vs広島
14:00試合開始 中日 vs広島

アンパンマン
NEWおでかけ砂場ホルダー

車載用・備蓄トイレ
「おでかけトイレPOTONⅣ® 」

中日ドラゴンズ
ナゴヤドーム観戦券

P R E S E N T

子ども
コーナー

作るのが大変なのは？

料理に関するコツで、知りたいことは
何ですか？（複数回答）

料理で実践しているポイントを教えてください。

A.朝食　B.昼食（弁当）　 C.夕食

A.時短　B.子どもに野菜を食べさせる方法
C.アレルギー対応メニュー　D.冷凍食品の活用法
E.子どもの喜ぶ盛り付け
F.その他　例：おにぎりの具のバリエーション
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

例：まとめて作る、干し野菜を使う、など
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

毎日の食事の支度について3人

めいろ 「くじら」

うみを　およぐ　くじら。

おおきな　からだの　なかを

めいろ　で　まわってみよう。

今月のテーマ

提供元：アガツマ
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上の子と10歳離れています。その子のときにもこれが読みたかったなぁ～なんて思い
ながらいつも楽しく読ませていただいてます。（千種区・40代・パート、アルバイト）Jul.2018 Vol.216



いつも楽しみに読んでいます！興味がなかった内容なども、読むと興味が湧いてくるのが
不思議です。これからも色々な内容、楽しみです。（港区・30代・専業主婦） Jul .2018 Vol .21 7



自
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で
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る
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歳
児
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ス

当番は、各年代で１人ずつ 朝の会で「たなばたさま」の歌を合唱

名東区の閑静な住宅街。中へ入る
と「おはようございまーす！」と園
庭で遊んでいた子どもたちが元気な
声で迎えてくれます。
すずの森保育園は2014年 4月に

できた保育園。年齢の異なる園児が
同じクラスになる縦割り保育が特徴
です。「年齢ごとに活動することもあ
りますが、朝の会や給食、おやつの
時間などを一緒に過ごします。小さ
い子がお兄さん、お姉さんを見て、
自然と生活のルールを覚えていくん

です」と話すのは、園長の山田慶子
先生。朝の会では当番の年長さんが
クラスのみんなに出席シールを配
布。年上の子が小さい子に話し掛け
たり、年少さんが年長さんの行動を
見て「僕もやりたい！」と真似をす
るところは、まるで本当の兄弟のよ
う。「先生たちも大きな家族のお母さ
んのように、教室のみんなを見てい
ます。子どもたちがのびのびとして
明るいのは、少人数のクラスでしっ
かり受け止められている安心感があ
るからでしょうね」

園庭には、季節ごとにたくさんの
野菜が実る畑があります。苗を植え、
水やりをして、収穫まで園児が先生

たちと一緒に行います。この日はジャ
ガイモやナスを収穫しました。「こん
なにとれたよ」「もっと掘りたい！」
とみんな大喜び。野菜は給食室で調
理していただきます。「野菜がスー
パーに並んでいるところしか知らな
い子どもも多いです。自分たちで育
てて収穫する経験をしてから、苦手
な野菜が食べられるようになった子
もいるんです」

保育園紹介

わ ら う 語 ら う 交 じ ら う

子育て世代のミライをデザインする
親子向けコミュニケーションマガジン

体験を通してみんなで“育ちあう”体験を通してみんなで“育ちあう”

（うち正規スタッフ
は 12 人）

名東区高間町 64
http://www.shinohakai.com

園児数　68 人

先生　　22 人

DATA

すずの森保育園

家庭のような雰囲気

生きる力をつける体験
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