2015

「親子協働＆自然体験満載！」

中古車販売・買取りのガリバーがプロデュース
したクルマ選びのテーマパーク。TV 番組「ガイ
アの夜明け」でも紹介された、家族みんなで楽し
める場所です。

家族にうれしいサービスがいっぱい！
カフェ

ママや親子が楽しめる講座も開催中！

口コミで話題の明るくて
開放的なカフェ。２時間
3 0 0 円で 、コーヒー、
ジュース、スープなど
ドリンクメニューが楽し
めます。カフェのみ利用
も可能です。

WOW!TOWN 大宮では、ママや親子が
楽しめる講座を開催しています。
講座参加でカフェが無料になる特典も。
講座参加でリフレッシュ！
※写真は子連れで参加できる
骨盤ピラティス講座。
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お車でお越しの場合

子どもたちに人気のスポット。
楽しいおもちゃ囲まれて一日中
あそべちゃう♪

大宮駅から大宮西警察署前交差点を
抜け新大宮バイパス東京方面へ 100m

「子どもスマイルネット」

大宮西警察署

バスでお越しの場合
ゆったりとした授

乳室

JR 大宮駅よりシティハイツ三橋行き
乗車大宮西警察署前下車徒歩 3 分

台

ムツ替え

清潔なオ

おしゃ

れな入

口

授乳室やオムツ替え台もあるので、小さな
お子様連れのママも安心！

Facebook
店舗ブログ

ス

ッズスペー

解放的なキ

天井の高い

お気軽にあそびにきてください！

も更新中！ ワオタウン！大宮

検索

お得なクーポン GET！
スマイルママコム

WOW!TOWN
大宮店

三橋総合
公園

埼玉県さいたま市西区
三橋 6 丁目 725-1

検索

営業時間 10：00〜 20：00

ワオ！タウン

0120-95-7190

＜PR＞

英語を「読む・聞く・話す・書ける」子どもに！
２歳から小学生対象のインターナショナルプリスクール

International
Preschool

Blue Dolphins
ブルードルフィンズ

幼児〜小学生まで継続して外国人講師から英語環境にて学ぶ
ことで、自然と身に付けられる英語コミュニケーション能力。
一人でも多くの子ども達が英 語を楽しく「読む・聞く・話す・
書ける」ように指導しているスクールです。

不動産・マンション・一戸建てを買うならブルーハウスにおまかせください！
大宮区
大宮エリア
No.1
！
不動産情報量
西区

北区
見沼区

大宮エリアの不動産はブルーハウス！

コース概要
１. プリ英語幼稚園コース（２歳）
10:00〜14:00
２. 英語幼稚園コース
（年少から年長）
9:30〜14:00（浦和は9:45〜）
３. アフターコース（年少から年長）
15:30〜17:30
４. 平日小学生コース
16:20〜18:20（浦和は16:00〜） 教室説明＆見学
５. 土曜コース（年中から小学生） 火〜土曜日 10:30〜16:30 開催
10:00〜13:00・14:00〜17:00
※各校にて随時受付中

お気軽にお電話ください

TEL 048-780-2413

毎日更新！大宮エリア売買専門サイト
ブルーハウス 大宮

http://www.blue-dolphins.net/
小学生対象 3 時間英語漬け！

（木）
（金）28日
（土）
【日程】3月26日
27日
外国人講師による指導で
【時間】10：00 〜 13：00
日本にいながら英語環境！
【場所】大宮校 / 浦和校

＜大宮校＞
さいたま市北区東大成町１-６２４‐１
ベルデ大宮１階
電話番号 : 048-662-2810
bluedolphins07@gmail.com

＜浦和校＞
さいたま市浦和区高砂１‐２-１
エイペックスタワー中央館２０９
電話番号 : 048-833-1149
bluedolphins06@gmail.com

お問い合わせは、上記の電話またはメールにてご連絡ください。

ママズスマイル
一時預かり専門

託児所無料で
利用できます

クリッ
ク！
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小学生英語スプリングスクール

埼玉県の子育て相談電話

イオン大宮西店

氷川参道

「子育てのお悩み Q&A」

WOW!TOWNってどんなとこ？

大宮駅

子育てのお悩みスッキリ解消
教えてアドバイザー！

WOW! TOWN大宮 へ GO!

ファミリー層から支持される新感覚の自動車販売店「WOW!TOWN」面白いイベントやお得な
キャンペーンを多数開催しています！ぜひ家族みんなで気軽にお立ち寄りください。

至 戸田↓

親子でファーム体験は

家

新大宮バイパス

「親子協働作業のススメ」

を
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↑至 上尾

親子の絆を深める
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Kids Dream Edu

Kids Dream Edu

「親子の絆」を深め、
「親の知識力 UP」を目指すフリーペーパー

移転したばかりの新店舗

さいたま市大宮区
大門町 3 丁目 197
星野第二ビル 1 階
大宮駅徒歩 5 分！
【営業時間】9:00〜20:00
【定休日】毎週水曜日

社長も子育て中！
パパ社長佐々木裕二からのひと言

こんにちは！ 私も皆さんと同じ子育て中のパパです。
子育て中ならではのお家のご相談もお気軽にどうぞ！
サイトでは小学校ごとにお家検索できる便利機能も
ありますので、ぜひ覗いてみてくださいませ！

Q

感情的に子どもを怒ってしまいます。
優しいママになりたいのに…。

子育てのお悩みスッキリ解消

「自分には、自分らしさ
がある」と自分を認めて
いる

＊１ 独立行政法人国立青少年教育振興機構に
よる「青少年の体験活動等に関する実態調査」
(平成２４年度調査 )

子どもの
「自己肯定感」に
影響する親子関係と体験

⑤「今の自分が好きだ」

﹁自己肯定感﹂が 高 い子ども は ︑ 色 々 な 事 に

④体力に自信がある

自信を持ってチャレンジが出来て︑苦しい困難

はじめまして！グローブです。
これから色々なお手伝いをして
いきたいと思います！
よろしくお願いします♪

子育てで困ったとき、助けてもらいたい時は
電話してください。
埼玉県の子育て電話相談窓口

親子でファーム体験は
親子協働＆自然体験満載！
子どもの「自己肯定感」に影響する「保護者との関わり」と「自然体験」とが
一緒に体験できる「親子でファーム体験」。開催内容の様子を本紙の
キャラクター「グローブちゃん」がレポートしました！

子どもスマイルネット

県では子ども（原則 18 歳未満）に関わる
すべての悩みの電話相談を受ける窓口が
あります。
相談は無料で匿名でも大丈夫です。
お気軽に相談してください。

グローブちゃん

ファーム体験で収穫した野菜
…

味見

土を耕す

り
草と

と
ょっ

雑

ち

048-822-7007
毎日午前 10 時 30 分〜午後６時
※祝日・年末年始を除く

埼玉県マスコット「コバトン」

情報協力：埼玉県こども安全課

Kids Dream Edu 発行元

夏の収穫祭！みんなでパチり☆

親子でファーム体験
年間スケジュール

３月 ジャガイモ苗植、他
4 月 バジルの苗植、他
5 月 サツマイモ・夏野菜等苗植、他
6 月 大豆の種まきとハーブの収穫、他
7 月 【収穫祭】夏野菜/ジャガイモの収穫
8 月 お休み
9 月 冬野菜の植え付け
10 月 落花生・枝豆の収穫、他
11 月【収穫祭】サツマイモ・大豆の収穫
12 月 クリスマス ローストチキンの会
1 月 ハーブクラフトつくり
2 月 お味噌作り

親子でファーム体験
参加者大募集！

毎月第３日曜日開催

しませんか？
キッズドリームプロジェクト

例 ) 星を見る等

最近の子どもの実態調査結果︵＊１︶を基に︑

http://www.kidsdreamproject.com/oshigotokikkakezukan/

一緒に汗を流そう！

③自然体験が多い

にも立ち向かえる︑と言われてい ま す ︒

検索

♦スポーツ

挙げてみました︒

「わたしメッセージ」を活用すれば、今よりも優しい
ママになれるはずですよ！

＊
「M y JO B」
＝自分にあった自分がやりたい仕事

お仕事きっかけずかん

一緒に観れば話の幅が広がる！

例 ) お手伝い等

★ポイントは、「親への影響」「感情」をしっかり
見つめる事です。ここを正直に伝えることで、怒りに
発展することなく子どもと話すことが出来ます。

自分にあった「M y JO B」を見つけた方の
きっかけは？お仕事に就かれるまでのイン
タビューを掲載中！

お子様の将来へのヒントに
ぜひ、親子でご覧ください！

♦映画鑑賞

「自己肯定感」が高い
子どもの５つの特徴
①保護者との関わりが多い
②生活体験が多い

﹁自己肯定感﹂が高い子どもの主な５つの特徴を

＊

近所にも新たな発見があるかも

家族との関係が影響する﹁自己肯定感﹂
︒子ども

お仕事
きっかけ
ずかん

随時更新中！

♦散歩

にはもちろん﹁ 自 己 肯 定 感﹂を高 く 持 っ た 子 に

ための

力を合わせて楽しみながら！

そこで︑オススメなのが﹁親子で協働体験﹂︒

「お仕事きっかけずかん」HP
親子の

★「行動」「影響」
「感情」の３つの構成が揃うと効果的。
①子どもの行動…「 寝る時間が過ぎてるのに『絵本を
読んで』と言われると 」
②(子どもの行動による) 親への影響…「お母さんも寝る
のが遅くなって、明日起きられない んじゃないかと」
③( 影響に対する ) 感情…「心配だな 」

♦掃除

育ってもらいたいですよね︒

親子で一緒に楽しめる！

●「わたしメッセージ」の作り方●

一緒に作ったら味も格別！

てみませんか？親子のコミュニケーションが広がる

元ガミガミママ、今
「親教育の専門家」
として
講座やワークショップ、
講演を行なっている 。
中３男の子と小４女の子
のママ。ホームページは
http://www.oyagyosaitama.com/

なることが減らせるのです。自分を見つめて「わたし」
を語る。そんな「わたしメッセージ」で、ガミガミママ
を卒業しましょう！

♦料理

日々の生活や週末に﹁親子協働体験﹂を取り入れ

生駒章子さん

元ガミガミママとしては、相 談者さんの自己
嫌悪が痛いほど分かります！ 感情的に怒る事
は「私をこんな気持ちにさせたあなたが悪い！」
と、相手を罰する行為。罰された子どもは勿論、
ママも気分が悪いですよね。
例えば、就寝時間になってもおもちゃで遊んで
寝ない子ども。イライラしているところに
「ママ〜 絵本読んで！」
こんな時 …「遅いくせに何言ってるのよ！？」
「 読 んでほしいならもっと早く寝なさい！ 」
と、感 情的になってしまっていま せんか？
このような言葉がけをしてしまいがちですが、
「ママをこんな気持ちにさせたあなたが悪い！」
という気持ちが子どもに伝わり、
余計にぐずったり、
ママの気持ちを逆撫ですることも！
こんな時は、子どもにああしろこうしろと言う
よりママ自身が「わたし」を語る事で感情的に

気軽に出来るオススメ
親子協働体験

とともに︑絆が深まり﹁自己肯定感﹂も育めます︒

親の学校プロジェクト代表
親業訓練インストラクター

人生を考えると︑
親子で過ごせる の は 短 い 時 間

を意識することで
A 「わたしメッセージ」
子どもへの伝え方が 変わってきます。

回答アドバイザー

かもしれませんね︒貴 重な 時 間 を 親 子 一 緒 に

（さいたま市 みーちゃん／小１男児のママ )

楽しく過ごして下さいね！

子育てに悩みは付きもの。
子育ての日々のお悩みに
専 門アドバイザーが熱いハートでアドバイス。
「お悩み解決スッキリ」を目指します！

楽しく

親子で一緒に何かをするのって楽しい！ 親子の「絆」が深 まる
「親子協働体験」を日々の生活の中にもっと取り入れてみませんか？

気軽に

File.1 ガミガミママで自己嫌悪

親子で楽しみながら出来る﹁協働体験﹂︒長い

子どもに対してついつい感情的に
怒ってしまいます。
怒った後は自己嫌悪に陥ることも
しばしば…。
どうしたら感情的に怒らない
ようにできるでしょうか？

親子で協働体験のススメ

家族で

教えてアドバイザー！
子育てお悩み Q＆A

スマイルママコム

じゃがいも

苗植え

種まきの下準備！
パパ頑張れ〜！
パパのかっこいい姿が
見られるね！

収穫祭

わぁ〜！じゃがいもって
こうやって植えるのね！
知らないことがいっぱい！

＊お休みの月も有

場所：さいたま市緑区三室
↓詳細は HP をご覧下さい！
キッズドリームプロジェクト

検索

採りたてのトマトをパクっ！
もちろん味は格別ね！

の苗植え

さつまいも

苗から植えた野菜収穫の喜びは
ひとしお！苦手野菜がファーム
体験で食べられるようになった
お友達もいるんだって！

