
申込みフォーム

★１日月午前９時30分～11時
　（相談は保健師のみ）
★25日木
   午前９時30分～11時

★18日木
   午前９時30分～11時

★８日月
　午前９時30分～11時

施 設 と き 内容（対象）年齢指定のない催しは全て未就園児が対象 身体計測
とよた子育て総合支援センター
あいあい
☎37・7071 FAX37・7072
✉kosodateshien-aiai@
city.toyota.aichi.jp
火曜日を除く午前10時～午後６時

志賀子どもつどいの広場
ゆうゆう
☎80・1522 FAX80・1533
日曜日を除く午前９時～正午・
午後１時～５時

稲 武 ☎82・2025
FAX83・1012

大 草 ☎65・2045
FAX65・2750

大 沼 ☎90・3021
FAX90・3072

杉 本 ☎68・2701
FAX68・2852

足 助 ☎62・1145
FAX62・1728

伊 保 ☎43・1291
FAX48・4632

越 戸 ☎45・3106
FAX45・4080

堤 ☎52・0207
FAX47・2011

渡 刈 ☎74・1056
FAX28・9476

宮 口 ☎32・7118
FAX32・2977

山之手 ☎26・0775
FAX27・6963

若 園 ☎52・3102
FAX52・4140

地
域
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー

飯 野 ☎75・1236
FAX75・1237

●地域子育て支援センター／施設を利用できるのは未就園児のみ。平日：午前９時～正午、午後１時～５時、土曜日：午前９時～正午（山之手は土曜日
休館）　※稲武・大草・大沼・杉本支援センターでは、子育てひろばと同時開館しています　●育児に関する相談／随時、来所・電話・出張で相談に応じ
ています（あいあいはＥメール、ファックスも可）。子育てに悩んだときはいつでもご利用ください　●暴風警報・暴風雪警報・特別警報が午前６時の時点
で該当地域に発令されている場合はあいあいを除き閉館。あいあいは講座開始の１時間前に発令されている場合、講座中止

★３日水
   午前９時30分～11時

柳川瀬子どもつどいの広場
にこにこ
☎25・0008 FAX21・2800
日曜日を除く午前９時～正午・
午後１時～５時

★  ３日水午前10時～11時
★  ６日土午前10時～11時
★  11日木午後１時30分～２時30分
★  22日月午前９時30分～/午前11時～
★  30日火午前９時30分～/午前11時～

親子むし歯予防教室「はじめての歯みがき」（６～11か月）
パパと遊ぼう（１歳～園児）
２歳集まれ！遊ぼう話そう（２歳～２歳11か月）
８月生まれのたんじょう会（２歳以上/１歳）
にこにこ♪サマーミニフェス！

★24日水
   午前９時30分～11時

ベビービクス（４～９か月）
親子で遊ぼう（２歳以上）
ミュージックケア（１歳６か月以上）
８月生まれのたんじょう会（1歳）
８月生まれのたんじょう会（2歳以上）

★  ３日水午前10時30分～/午前11時10分～    
★  10日水午前10時30分～11時30分
★  20日土午前10時30分～/午前11時20分～
★  25日木午前10時30分～11時30分
★  25日木午後１時30分～２時30分

★１日月
　午前10時～正午

★の催しは予約が必要です｡ 申込みは７月５日（火）（あいあいは６日（水））から電話か直接各子育て支援施設。(申込みは本人のみ)
保健師、管理栄養士の
相談も行っています
　　　（要予約）

★  ２日火午前10時15分～11時15分

親子で歯みがきむし歯予防（６か月以上）★  23日火午前10時～10時45分

８月の子育て支援施設

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、３密にならないよう人数制限をしています。ご了承ください。

★  ９日火午前10時～10時30分
★  ９日火午前11時～11時30分

８月生まれのたんじょう会（１歳）
８月生まれのたんじょう会（２歳以上）

２回
開催

★  25日木午前10時15分～11時 ミュージックケア

　この講座では、歯科衛生士の講師
から歯の大切さ、仕上げ磨きの重要
性やポイントなどを学ぶことができ
ます。歯磨きが苦手な子も嫌がらず
にできるよう、親子でふれあい遊び
をしながら楽しく磨く方法も教えて
くれます。

地域子育て支援センター【若園】

親子でピカピカ虫歯予防教室
（６～11か月）

ふれあい遊びなどもあっ
たので、子どもも飽きま
せんでした。これからは
歯磨きを頑張りたいです。
なかがわ あいこ
中川 藍子さん 凛人くん

りと

講
座

ママと管理栄養士で語る幼児食（１歳以上）★  18日木午前10時～11時
★  ２日火午前10時～11時
★  ４日木午前10時～11時

楽しく子育て教室（６か月～２歳）
親子ふれあい遊び（１歳６か月以上）

楽しい水遊び（１歳以上）★  ２日火午前10時～11時

親子むし歯予防教室（６か月以上）
離乳食教室（９か月～１歳）

★  ２日火午前10時～11時
★  19日金午前10時～11時30分
★  26日金午前10時～11時 管理栄養士とママで語り合う幼児食（１歳～１歳６か月）

★  23日火午前10時～11時30分 楽しく進める離乳食（９か月～１歳）
★23日火
   午前10時～11時

楽しく子育て（５か月以上）

★10日水
   午前９時30分～11時
★22日月
   午前９時30分～11時

２回
開催

地域包括ケア企画課（☎34・6787、FAX34・6793、✉ hokatsu-care@city.toyota.aichi.jp）問合せコ ラ ム

お知らせ はじめてのスマホ体験学　び

とき／①７月25日（月）、26日（火）、28日（木）　②８月３日
（水）、５日（金）、８日（月）　※いずれも午前10時～正午
対象／市内在住の60歳以上で、３日全て受講できる人
定員／①②先着20人

催　し ストレッチヨガ講座
とき／７月29日（金）午後１時30分～２時30分
対象／市内在住の60歳以上
定員／先着14人
参加費／500円

いずれもところは豊寿園。申込み・問合せは７月７日
（木）午前10時から直接豊寿園（☎27・2200、FAX28・73
43、✉houjuen@toyota-shakyo.jp）

金婚祝賀の記念写真を撮影
できます 入門編　ＬＩＮＥ、ＱＲ決済の使い方

対象／次のいずれかに該当する市内在住の夫婦
①昭和47年１月１日～12月31日に婚姻（事実上婚姻して
いれば婚姻の届出日は不問）
②昭和46年12月31日以前に婚姻し、これまでに金婚祝賀
会の写真撮影券を使用していない
内容／申込後に郵送で届く撮影券を用いて、提携写真館
で撮影
そのほか／新型コロナウイルス感染症の影響により、記
念式典は中止
申込み／８月12日（金）までに①市民活躍支援
課、各支所・出張所、各交流館で配布の申込
書を直接市民活躍支援課か各支所・出張所　
②申込みフォームに必要事項を入力
問合せ／市民活躍支援課（☎34・6660、FAX32・9779、✉ 
katsuyaku-shien@city.toyota.aichi.jp）

ラ イ ン キューアール

● 健康寿命とは
　一生のうち、健康に暮らす期間を「健康寿
命」と呼びます。一般に、健康寿命は寿命よ
り約10年※短いとされています。健康寿命を
延ばすために、身体の状態の変化に気付き、
生活習慣を見直しましょう。

● 幸福寿命とは
　健康寿命を延ばすことが理想ですが、難
しいこともあります。健康ではない期間も
快適に過ごすことができれば（快適期間）、
人生の最期まで自分らしく幸せに過ごすこ
とができます。豊田市では、健康寿命に快
適期間を加え、「幸福寿命」と呼んでいます。

寿命
健康寿命 約10年の差

今よりも10分
多く体を動か
して、筋力を維持しましょう！

運　　動

健康寿命を延ばすために

１日１回は外出をして、生活に
刺激を与えましょう！

社会参加

◆社会や人とつながる場があります！

幸福寿命
健康寿命

＋快適期間

興味を広げ、没頭できる趣味を
見つけましょう！

趣　　味

幸福寿命を延ばすために

家族など信頼できる人とのコミュ
ニケーションを楽しみましょう！

交　　流

◆適切なリハビリや介護を支援する　
　様々な先進機器を体験できます！

次号で詳しく
紹介します！

◆心身の状態を知り、その状態に
　合った助言を受けられます！

体験内容は
　こちら▶

実施プログラムはこちら▲

豊田市官民連携介護予防
「ずっと元気！プロジェクト！」

在宅で快適に過ごすイメージを
持つことができます。

豊田地域医療センター
地域リハ イノベーションセンター

知っていますか？「健康寿命」と「幸福寿命」

※出典：厚生労働省「健康寿命の令和元年値について」
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★３日水
   午前９時30分～11時

柳川瀬子どもつどいの広場
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午後１時～５時
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８月生まれのたんじょう会（2歳以上）

★  ３日水午前10時30分～/午前11時10分～    
★  10日水午前10時30分～11時30分
★  20日土午前10時30分～/午前11時20分～
★  25日木午前10時30分～11時30分
★  25日木午後１時30分～２時30分

★１日月
　午前10時～正午

★の催しは予約が必要です｡ 申込みは７月５日（火）（あいあいは６日（水））から電話か直接各子育て支援施設。(申込みは本人のみ)
保健師、管理栄養士の
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ママと管理栄養士で語る幼児食（１歳以上）★  18日木午前10時～11時
★  ２日火午前10時～11時
★  ４日木午前10時～11時

楽しく子育て教室（６か月～２歳）
親子ふれあい遊び（１歳６か月以上）

楽しい水遊び（１歳以上）★  ２日火午前10時～11時

親子むし歯予防教室（６か月以上）
離乳食教室（９か月～１歳）

★  ２日火午前10時～11時
★  19日金午前10時～11時30分
★  26日金午前10時～11時 管理栄養士とママで語り合う幼児食（１歳～１歳６か月）

★  23日火午前10時～11時30分 楽しく進める離乳食（９か月～１歳）
★23日火
   午前10時～11時
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★10日水
   午前９時30分～11時
★22日月
   午前９時30分～11時

２回
開催

地域包括ケア企画課（☎34・6787、FAX34・6793、✉ hokatsu-care@city.toyota.aichi.jp）問合せコ ラ ム

お知らせ はじめてのスマホ体験学　び

とき／①７月25日（月）、26日（火）、28日（木）　②８月３日
（水）、５日（金）、８日（月）　※いずれも午前10時～正午
対象／市内在住の60歳以上で、３日全て受講できる人
定員／①②先着20人

催　し ストレッチヨガ講座
とき／７月29日（金）午後１時30分～２時30分
対象／市内在住の60歳以上
定員／先着14人
参加費／500円

いずれもところは豊寿園。申込み・問合せは７月７日
（木）午前10時から直接豊寿園（☎27・2200、FAX28・73
43、✉houjuen@toyota-shakyo.jp）

金婚祝賀の記念写真を撮影
できます 入門編　ＬＩＮＥ、ＱＲ決済の使い方

対象／次のいずれかに該当する市内在住の夫婦
①昭和47年１月１日～12月31日に婚姻（事実上婚姻して
いれば婚姻の届出日は不問）
②昭和46年12月31日以前に婚姻し、これまでに金婚祝賀
会の写真撮影券を使用していない
内容／申込後に郵送で届く撮影券を用いて、提携写真館
で撮影
そのほか／新型コロナウイルス感染症の影響により、記
念式典は中止
申込み／８月12日（金）までに①市民活躍支援
課、各支所・出張所、各交流館で配布の申込
書を直接市民活躍支援課か各支所・出張所　
②申込みフォームに必要事項を入力
問合せ／市民活躍支援課（☎34・6660、FAX32・9779、✉ 
katsuyaku-shien@city.toyota.aichi.jp）

ラ イ ン キューアール

● 健康寿命とは
　一生のうち、健康に暮らす期間を「健康寿
命」と呼びます。一般に、健康寿命は寿命よ
り約10年※短いとされています。健康寿命を
延ばすために、身体の状態の変化に気付き、
生活習慣を見直しましょう。

● 幸福寿命とは
　健康寿命を延ばすことが理想ですが、難
しいこともあります。健康ではない期間も
快適に過ごすことができれば（快適期間）、
人生の最期まで自分らしく幸せに過ごすこ
とができます。豊田市では、健康寿命に快
適期間を加え、「幸福寿命」と呼んでいます。

寿命
健康寿命 約10年の差

今よりも10分
多く体を動か
して、筋力を維持しましょう！

運　　動

健康寿命を延ばすために

１日１回は外出をして、生活に
刺激を与えましょう！

社会参加

◆社会や人とつながる場があります！

幸福寿命
健康寿命

＋快適期間

興味を広げ、没頭できる趣味を
見つけましょう！

趣　　味

幸福寿命を延ばすために

家族など信頼できる人とのコミュ
ニケーションを楽しみましょう！

交　　流

◆適切なリハビリや介護を支援する　
　様々な先進機器を体験できます！

次号で詳しく
紹介します！

◆心身の状態を知り、その状態に
　合った助言を受けられます！

体験内容は
　こちら▶

実施プログラムはこちら▲

豊田市官民連携介護予防
「ずっと元気！プロジェクト！」

在宅で快適に過ごすイメージを
持つことができます。

豊田地域医療センター
地域リハ イノベーションセンター

知っていますか？「健康寿命」と「幸福寿命」

※出典：厚生労働省「健康寿命の令和元年値について」
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子育てに関する最新情報は
市ホームページをご確認ください

と よ た 子 育 て 便 り 子ども家庭課（☎34・6636、FAX32・2098、✉kodomokatei@city.toyota.aichi.jp）問合せ

これから赤ちゃんを迎える皆さんへ

未就学児の保護者の皆さんへ

パパママ教室～１stマタニティ～
とき／８月10日（水）午前９時30分～11時40分
ところ／保健センター
対象／市内在住の妊婦と配偶者
内容／管理栄養士・薬剤師・保健師による講話、赤ち
ゃん抱っこ体験な

ど

定員／先着30組

ふれあい子育て教室
とき／７月25日（月）午前10時～11時
ところ／保健センター
対象／令和３年７月～９月生まれの子と親
定員／先着20組
持ち物／フェイスタオル
申込み／７月５日（火）午前９時から市ホームページ
問合せ／子ども家庭課（☎34・6636、FAX32・2098、
✉kodomokatei@city.toyota.aichi.jp）　　　　 （HP1037601）

ベビースキンシップ＆ママヨガ教室
とき／８月17日（水）午前９時50分～11時
ところ／地域文化広場
対象／２か月半～１歳の子と母親
定員／先着20組
参加費／800円
申込み・問合せ／７月20日（水）午前11時から電話で
地域文化広場（☎53・0671、FAX53・5086、✉chibun
@homex-co.com）

とき／８月12日（金）午前11時、午後２時
ところ／市民文化会館
対象／24か月までの子と保護者
定員／各先着８組（子１人と保護者１人で１組）
参加費／1,000円
申込み・問合せ／７月16日（土）午前10時から電話で市
民文化会館（☎33・7111、FAX35・4801）

ベイビーシアター「MARIMO」　　　　　　　　　
親子参加型舞台　

パパといっしょに楽しくリトミック♪
とき／８月21日（日）
午前９時10分～９時55分
ところ／キラッ☆とよた
対象／市内在住・在勤の
１歳の子と父親
定員／先着８組
参加費／500円
その他／託児有り（有料、８月13日（土）までに要予約）
申込み・問合せ／７月５日（火）午前10時
からキラッ☆とよたホームページ、電話
か直接キラッ☆とよた（☎31・7780、
FAX31・3270、✉clover@city.toyota.aichi.jp）

あつまれちびっこかいじゅう！こわせ！
やぶれ！あばれろ！ 身近な素材を使って遊ぶ

とき／７月29日（金）午前10時～11時
ところ／崇化館交流館
対象／２～３歳の子と保護者
定員／先着40人
参加費／200円
申込み・問合せ／７月８日（金）午前10時30分から電
話かＥメールでフリースペースＫ（☎32・0105、✉
freespacek@yahoo.co.jp）

えほんよみきかせ会

とき／８月～11月の毎週木曜日午前10時30分～11時15分
ところ／藤岡ふれあいの館
対象／６か月以上の未就園児と保護者
定員／先着15組
参加費／１回600円
申込み・問合せ／７月13日（水）午前９時から電話か直
接藤岡ふれあいの館（☎75・2105、FAX75・2106、✉
fujioka-fureai@homex-co.com）

親子むし歯予防教室
はじめての歯みがき

とき／８月19日（金）午前10時30分～11時15分
ところ／とよた子育て総合支援センター
対象／市内在住の６～11か月の子と保護者
定員／先着15組
申込み／７月13日（水）午前９時から市ホームページ
問合せ／保健部総務課（☎34・6956、FAX31・6320、
✉hoken-soumu@city.toyota.aichi.jp）　　　　（HP1023466）

おはなしひろば
絵本の読み聞かせ、エプロンシアターな

ど

とき／７月～来年３月の毎月第４火曜日午前10時15
分～10時45分
ところ／高橋コミュニティセンター
対象／６か月～６歳の子と保護者
定員／各先着30組
申込み・問合せ／当日直接高橋コミュニティセンタ
ー（☎80・4729、FAX80・0068、✉takacomu@homex-co.com）

持ち物／母子健康手帳交付時に配布した冊子「パパと
ママへ」、筆記用具、母子健康手帳
申込み／７月11日（月）午前９時から市ホームページ
問合せ／子ども家庭課（☎34・6636、FAX32・2098、✉
kodomokatei@city.toyota.aichi.jp）　　　　　　（HP1023701）

ダルクローズリトミックとスタンプ遊び
とき／７月29日（金）、８月31日（水）　※いずれも午
前10時30分～11時30分
ところ／とよた市民活動センター
対象／首座り～未就園児と保護者
定員／各先着15組
参加費／500円
申込み・問合せ／７月５日（火）午前８時30分からな
ないろえがおホームページかＥメールでなないろえ
がお（山内☎080・3668・0062、✉nanairoegao@gmail.com）

申込み

とき／７月15日(金)午前10時～10時30分
ところ／高岡コミュニティセンター
対象／乳幼児と保護者
問合せ／７月５日(火)午前９時から電話か直接高岡
コミュニティセンター（☎53・7771、FAX53・7782、
✉info@takaoka-cc.com）

親子リトミック教室

赤ちゃんのサイン ～泣き方と対応方法～

　赤ちゃんはまだお話ができませんが、泣き方、
機嫌や顔つき（表情）、食欲などで、一生懸命気
持ちを伝えようとしています。
　赤ちゃんのサインを受け止めてあげましょう。

●どうしても泣きやまないとき
　何をしても赤ちゃんが泣きやまず、イライラして我慢できない時は、安全な場所に
赤ちゃんを寝かせて、まずは自分がリラックスしましょう。数分したら、もう一度戻
って赤ちゃんの様子を確認しましょう。

■年齢によって赤ちゃんの泣き方はこんなに違う

大半の赤ちゃんの泣きは、２か月目にピークを迎え、次第におさま
ってきます。

●赤ちゃんのなだめ方
泣いているとき
　抱っこする・優しくゆらゆら揺れる・話しか
ける・歌を歌う・外をみせる・おもちゃを使っ
てあやす・おっぱいをあげる
寝かしつけるとき
　頭をなでる・腕や足、背中をなでる・耳たぶ
を触る
　添い寝や添い乳も効果があります。※添い乳をするときは、おっぱいで赤ちゃんの呼吸をふさがないように注意しましょう

赤ちゃんは特に理由もなく泣くことがあります。一人で悩まず、いつでも相談してください。赤ちゃんは特に理由もなく泣くことがあります。一人で悩まず、いつでも相談してください。赤ちゃんは特に理由もなく泣くことがあります。一人で悩まず、いつでも相談してください。
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子育てに関する最新情報は
市ホームページをご確認ください

と よ た 子 育 て 便 り 子ども家庭課（☎34・6636、FAX32・2098、✉kodomokatei@city.toyota.aichi.jp）問合せ

これから赤ちゃんを迎える皆さんへ

未就学児の保護者の皆さんへ

パパママ教室～１stマタニティ～
とき／８月10日（水）午前９時30分～11時40分
ところ／保健センター
対象／市内在住の妊婦と配偶者
内容／管理栄養士・薬剤師・保健師による講話、赤ち
ゃん抱っこ体験な

ど

定員／先着30組

ふれあい子育て教室
とき／７月25日（月）午前10時～11時
ところ／保健センター
対象／令和３年７月～９月生まれの子と親
定員／先着20組
持ち物／フェイスタオル
申込み／７月５日（火）午前９時から市ホームページ
問合せ／子ども家庭課（☎34・6636、FAX32・2098、
✉kodomokatei@city.toyota.aichi.jp）　　　　 （HP1037601）

ベビースキンシップ＆ママヨガ教室
とき／８月17日（水）午前９時50分～11時
ところ／地域文化広場
対象／２か月半～１歳の子と母親
定員／先着20組
参加費／800円
申込み・問合せ／７月20日（水）午前11時から電話で
地域文化広場（☎53・0671、FAX53・5086、✉chibun
@homex-co.com）

とき／８月12日（金）午前11時、午後２時
ところ／市民文化会館
対象／24か月までの子と保護者
定員／各先着８組（子１人と保護者１人で１組）
参加費／1,000円
申込み・問合せ／７月16日（土）午前10時から電話で市
民文化会館（☎33・7111、FAX35・4801）

ベイビーシアター「MARIMO」　　　　　　　　　
親子参加型舞台　

パパといっしょに楽しくリトミック♪
とき／８月21日（日）
午前９時10分～９時55分
ところ／キラッ☆とよた
対象／市内在住・在勤の
１歳の子と父親
定員／先着８組
参加費／500円
その他／託児有り（有料、８月13日（土）までに要予約）
申込み・問合せ／７月５日（火）午前10時
からキラッ☆とよたホームページ、電話
か直接キラッ☆とよた（☎31・7780、
FAX31・3270、✉clover@city.toyota.aichi.jp）

あつまれちびっこかいじゅう！こわせ！
やぶれ！あばれろ！ 身近な素材を使って遊ぶ

とき／７月29日（金）午前10時～11時
ところ／崇化館交流館
対象／２～３歳の子と保護者
定員／先着40人
参加費／200円
申込み・問合せ／７月８日（金）午前10時30分から電
話かＥメールでフリースペースＫ（☎32・0105、✉
freespacek@yahoo.co.jp）

えほんよみきかせ会

とき／８月～11月の毎週木曜日午前10時30分～11時15分
ところ／藤岡ふれあいの館
対象／６か月以上の未就園児と保護者
定員／先着15組
参加費／１回600円
申込み・問合せ／７月13日（水）午前９時から電話か直
接藤岡ふれあいの館（☎75・2105、FAX75・2106、✉
fujioka-fureai@homex-co.com）

親子むし歯予防教室
はじめての歯みがき

とき／８月19日（金）午前10時30分～11時15分
ところ／とよた子育て総合支援センター
対象／市内在住の６～11か月の子と保護者
定員／先着15組
申込み／７月13日（水）午前９時から市ホームページ
問合せ／保健部総務課（☎34・6956、FAX31・6320、
✉hoken-soumu@city.toyota.aichi.jp）　　　　（HP1023466）

おはなしひろば
絵本の読み聞かせ、エプロンシアターな

ど

とき／７月～来年３月の毎月第４火曜日午前10時15
分～10時45分
ところ／高橋コミュニティセンター
対象／６か月～６歳の子と保護者
定員／各先着30組
申込み・問合せ／当日直接高橋コミュニティセンタ
ー（☎80・4729、FAX80・0068、✉takacomu@homex-co.com）

持ち物／母子健康手帳交付時に配布した冊子「パパと
ママへ」、筆記用具、母子健康手帳
申込み／７月11日（月）午前９時から市ホームページ
問合せ／子ども家庭課（☎34・6636、FAX32・2098、✉
kodomokatei@city.toyota.aichi.jp）　　　　　　（HP1023701）

ダルクローズリトミックとスタンプ遊び
とき／７月29日（金）、８月31日（水）　※いずれも午
前10時30分～11時30分
ところ／とよた市民活動センター
対象／首座り～未就園児と保護者
定員／各先着15組
参加費／500円
申込み・問合せ／７月５日（火）午前８時30分からな
ないろえがおホームページかＥメールでなないろえ
がお（山内☎080・3668・0062、✉nanairoegao@gmail.com）

申込み

とき／７月15日(金)午前10時～10時30分
ところ／高岡コミュニティセンター
対象／乳幼児と保護者
問合せ／７月５日(火)午前９時から電話か直接高岡
コミュニティセンター（☎53・7771、FAX53・7782、
✉info@takaoka-cc.com）

親子リトミック教室

赤ちゃんのサイン ～泣き方と対応方法～

　赤ちゃんはまだお話ができませんが、泣き方、
機嫌や顔つき（表情）、食欲などで、一生懸命気
持ちを伝えようとしています。
　赤ちゃんのサインを受け止めてあげましょう。

●どうしても泣きやまないとき
　何をしても赤ちゃんが泣きやまず、イライラして我慢できない時は、安全な場所に
赤ちゃんを寝かせて、まずは自分がリラックスしましょう。数分したら、もう一度戻
って赤ちゃんの様子を確認しましょう。

■年齢によって赤ちゃんの泣き方はこんなに違う

大半の赤ちゃんの泣きは、２か月目にピークを迎え、次第におさま
ってきます。

●赤ちゃんのなだめ方
泣いているとき
　抱っこする・優しくゆらゆら揺れる・話しか
ける・歌を歌う・外をみせる・おもちゃを使っ
てあやす・おっぱいをあげる
寝かしつけるとき
　頭をなでる・腕や足、背中をなでる・耳たぶ
を触る
　添い寝や添い乳も効果があります。※添い乳をするときは、おっぱいで赤ちゃんの呼吸をふさがないように注意しましょう

赤ちゃんは特に理由もなく泣くことがあります。一人で悩まず、いつでも相談してください。赤ちゃんは特に理由もなく泣くことがあります。一人で悩まず、いつでも相談してください。赤ちゃんは特に理由もなく泣くことがあります。一人で悩まず、いつでも相談してください。
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