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特集特集特集夫婦で気持ちを伝えあう
　◎「チーム夫婦」でのりきっていこう
ねえねえ、お父さんあそぼ！
冬のホッとわくわく情報
あおもり子育て応援パスポートってなあに
こんな本、読んでみて！？ 編集委員のおすすめBOOKs
青森県子ども家庭支援センター実施事業報告

・編・集・後・記・・編・集・後・記・
　初めて編集委員に参加させて頂きましたが、私自身
の子育ての学びにもなり、とても楽しかったです♪こ
れからも、ママ達の心の声に寄り添えるような内容を
お届けできたら嬉しいです。（月）

青森に越してきて親子で荒れ果てていた時に手に取った
『あのね』。編集委員募集欄を見て思い切って電話しまし
た。編集会議は毎回楽しく、私の子育て中の悩みも、明る
い解決の糸口を見つけて帰ってきます^_^ このご縁に感謝
です。皆様にも素敵な出逢いがありますように！（あ）

子育て啓発情報誌「あのね」

所在地：

開館時間：

プレイルーム利用時間：
休館日：
ＴＥＬ：
ＦＡＸ：
ＵＲＬ：

〒030－0822
青森県青森市中央3丁目17－1　アピオあおもり
月～土／ 9：00～21：00
日・祝／ 9：00～17：00
　　　　9：00～17：00（休館日を除く）
毎週水曜日・年末年始（12/29～1/3）
017－732－1011
017－732－1073
http://www.apio.pref.aomori.jp/kodomo2011/

第36号　令和２年１月
編集・発行／青森県子ども家庭支援センター
編集スタッフ
工藤 美穂・佐々木 清美・大門 あすか・月岡 美保
表紙／長谷川 真理子

　一緒に「あのね」を作ってみませんか？下記
の要領で応募ください。
●編集委員の応募条件
上北地域か下北地域在住の現在子育て中の方で、かつ年
６回の編集会議（アピオあおもりで開催）に出席できる方

●読者モニターの応募条件
県内在住の現在子育て中の方

●期間（共通）
令和２年４月～３年３月（あのね37・38号）

●応募方法（共通）
「あのね」に対するご意見、住所、氏名、年齢、電話番号
明記の上、はがき・FAX・メールにてご応募ください。
詳細はお問合せください。

●編集委員・読者モニター・読者プレゼント応募の宛先
郵　送／ 030-0822　青森市中央３－１７－１

アピオあおもり内
青森県子ども家庭支援センター
あのね編集委員／モニター／読者プレゼント係

ＦＡＸ／０１７－７３２－１０７３
メール／ kodomo-iken@apio.pref.aomori.jp

●お問い合わせ／青森県子ども家庭支援センター
電　話／０１７－７３２－１０１１

　日頃から「あのね」をご愛読の皆様へ、津軽に伝わる
「こぎん刺し」の作品をプレゼント！

【応募方法】締切／ 2月29日㊏　消印有効
はがきまたはメールで、ご希望作品の番号、住所、氏名、年
齢、電話番号、「あのね」に対するご意見またはご感想を明記
の上、左記までお送りください。万一応募者多数の場合は抽
選となります。当選者の発表は発送をもって替えさせていた
だきます。ご記入の個人情報は、目的外に使用いたしません。

令和２年度「あのね」
編集委員・読者モニター募集！！

令和２年度「あのね」
編集委員・読者モニター募集！！

駐車場80台　できるだけ公共交通機関をご利用の上、ご来館ください。

◆青森市営バス利用

●中央循環線
　「アピオあおもり前」下車

●市民病院線　　●横内環状線
●問屋町行き　　●浜田環状線
●朝日放送行き　●青森公立大学行き
　「働く女性の家前」下車徒歩3分

●国道4号線　「市役所前」下車徒歩8分

交通のご案内交通のご案内
●県庁

至弘前 至浅虫国道４号線
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総合福祉センター
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ハローワーク青森●

みちのく銀行
●本店

ひとりで抱え込まずにご相談ください
子どもや家庭に関する相談をお受けします

◎どなたでもどうぞ

◎秘密は守ります

◎相談は無料

☎017‒775‒8080
9：00～16：00
（水曜日・年末年始を除く毎日）

http://www.apio.pref.aomori.jp/kodomo2011/soudan.html
青森県子ども家庭支援センター総合相談

所在地：〒030 0822

青森県子ども家庭支援センター

①バッグ（17×24㎝）1名　②バッグ（17×19㎝）1名
　長方形ティーマット
③（26.5×12㎝）1名　　④（23.5×12㎝）1名

⑤⑥⑦長方形コースター（18～19×11㎝）各1名
⑧色柄おまかせコースター（12～16×11～12㎝）10名
⑧は、サイズ・色・柄の指定はできません。ご了承ください。
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（点）

特集

２１

　子育て中は、夫も妻もちょうど忙しい時期だと思います。お互いに「ちょっと話を聞
いてほしいな」と思っているけど、なかなか言い出せない、話すタイミングが合わない、
話をしても「なんだかかみ合わないなあ」なんてことはありませんか？
　ちょっとしたすれ違いが大きな溝にならないうちに、協力し合い、助け合い、温かい
家庭を築くステキな「チーム夫婦」になるヒントを見つけましょう。

•笑えること、楽しい話題から入る。
•自分の意見を言うだけでなく、相手の話も最後まで聞く。
•日頃から感謝の言葉を口に出すようにしていると、変なすれ違いは起き
ない気がします。

•「私はそう思う」と自分の意見を伝えてから「どう思う？」と聞く。
•家族を大事にしたいという気持ちを忘れず、外でのストレスの八つ当た
りをしないように、自分自身の気持ちをゆったり持つように心がける。

•鏡の隅ににこちゃんマークを貼り、いつでも笑顔を心がける。

•感情的にイライラする時こそ、何秒か息をのみこんでからゆっくり話す。
•イライラが大きくなる前に、相手に余裕のあるときをみて、嫌だと思う
ことを話す。（我慢してためないようにする）

•メールや文字で伝える。
•どうしても譲れない意見は長期戦で少しずつ説得します。

•少し時間を置く。次の日、何事もなかったかのように、自分から「おはよ
う」と言う。

•さりげなくおいしいご飯をつくる。
•時間がたってお互いに冷静になってから話をする。
•意見が合わない時には、その時はいったん終わり。そのうち別の機会に
話すと、お互いの意見がすんなり合うときがあります。タイミングがあ
るのかもしれませんね。

〇お互いに話している、納得・
同意した＝2点
〇やや一方的に話している　　
　＝1点
〇このテーマの会話なし・意見
が合わない等＝0点
　で数値化しました

夫婦で　　　気持ちを伝えあう

「笑い」と「笑顔」はコミュニケーションにも
とても大切！？

　わが子の成長やお互いの仕事、健康については多くの家庭で話題に上り、コミュニケー
ションが取れている様子。でも大事なことはなかなか…。お互いに話す時間が取れないと
いう場合には、ホワイトボードに予定を書き込んで共有するなど、視覚に訴えるのも一つの
方法です。面と向かってなかなか言えない感謝の言葉も書き添えれば、次の日はきっと良い
コミュニケーションができるはず！？

私の実践！うまくいくコミュニケーションのコツ（モニターアンケートより）

子育て中の夫婦のコミュニケーション（あのねモニターに聞きました。回答者8人）

　　　気持ちを伝え気持ちを伝え思いきって

★どんな話題で
　会話しますか？

★会話をしていて思うこと、または相手に対する不満はありますか？

話したい事があっても、平日の夜は夫の
帰りが遅いため、話さないことも多い。

友だちから言われたら理解できるのに、同じこ
とを夫から言われると、なぜかキレちゃう。

考え方が違うことが多くて、合わないの
は仕方がないと思っているけれど、将来
のこと、特にお金が絡むと白熱してしまう
こともなきしもあらず…

子どものことはよく聞いてくれますが、
ほぼ私（妻）から9割方話している感じ。
相手（夫）の機嫌が悪いときには、聞い
てくれません。

自分の思っていることは相手の状態を見て、話
せるようになってきていて、今不満に思っている
ことはありません。 笑いの効果

笑うと運動効果で血糖値が下が
る。「やる気」の出る活性化ホ
ルモン（アドレナリン等）も増
え、同時に癒しのホルモン（セ
ロトニン）も増える。血小板凝
集能の測定では12人中9人が血
液サラサラ度改善など。
参考：「脳を活性化する『笑い』の
力」
中島英雄/著　小学館2007年ｐ86、
ｐ98、ｐ106　「病院寄席」におけ
る「笑い」前後のデータによる

私（夫）が子どもの送迎や、家事全般を頑張って
やっていることを、妻がもっと認めて、ほめてほしい。

笑う顔には福が来る…「笑いヨガ」
　「笑い」には健康によい効果がある、というのは今やだれもが知っているこ
とと思います。でも、「最近笑ってないな」と感じている方はいませんか？本
当におかしくて笑っても、体操として笑っても、同じ体への健康効果が得ら
れると言う「笑いヨガ」を体験してみました。
笑いヨガティーチャーでアンガーマネジメントファシリテーターの津島弘美
さん（五所川原市）は、「怒りのエネルギーをためこむことなく、誰も傷つけ
ることなく、『ハハハ』と笑うことで、イライラを身体から追い払うことがで
きますよ」とおっしゃいます。
　「笑いヨガ」講座では、講師の津島さんや参加の皆さんの明るいテンション
に誘われて、とても楽しく素直な気持ちで笑うことができました。
そして日常生活を過ごす上でも「むすっ」としているよりも笑って過ごしたほ
うが、自分ももちろん気持ちがよく、周りの人をもハッピーな気持ちにさせ
ることができると知りました。
　「笑いヨガ」に限らずとも、まず自分自身が幸せな気持ちになれること、気
分転換になること、気持ちを穏やかに保てる何かを、探したり始めたりする
のもいいことだと思います。

毎日家事を頑張ってくれているからと、「子どもを見
ているから出かけてくれば」と（夫に）言われたのだ
けど、私（妻）としては、家族みんなで遊びに行って、
楽しい時間を共有したかった。

私（妻）の意見は聞いてくれますが、夫は、子
どもや自分たちの将来のことは、深く考えて
いない感じなのか、「ママの好きにしたら？」
とか「今のままでいい」という返事で悩んで
います。

THANK
YOU

ケンカに
なっちゃった！仲直りする方法は？

日頃から、楽しく会話をするコツは？

会話していてイライラしてきたときは？

津島　弘美さん

こんな講座を体験し
てみました。
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「チーム夫婦」でのりきっていこう

たいらより
すこしあがっている

右と左が同じあがりかた

※前から見たところ

たいらより
すこしあがっている

Ａ

Ｂ

たて半分に折ってひらく

A4またはA5サイズ

まん中にあわせて両側を三角に折る

まん中にあわせて両側を三角に折る

下の小さな三角を上に折る 一番上のとんがったところを下に折る

（⑤で折った三角の半分の高さの小さな三角に折る）

うらがえす

うらがえす

半分に折る 赤い線のところが

重なるように折る

ひっくりかえして

同じように折る

ＡとＢが同じ長さになるところで折る

ひろげてはねを
ととのえればできあがり！

昇降舵

こう飛ぶ時は
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調整のしかた
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谷折り Valley fold
やま お

おたに
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① ②

③ ④
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⑦ ⑧

⑨

⑥

おはんぶん

ひ こう き

おおなおかさ

せんあかおはんぶん

お

おお

したいちばんうえした ちい さんかく

さんかく はん たか ちいぶん さんかく

うえ お

なか さんかく おりょうがわ

なか さんかく おおおな なが りょうがわ

しょうこうだ

ポイント①　「ていねいに折る」

ポイント②　「左右のバランスを調整する」

ポイント③　「昇降舵を上に曲げる」

ポイント④　「投げかた」

・角と角、線と線がずれないように、ていねいに折りましょう！
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昇降舵を上に強く曲げると、へそ飛行機は宙返りします。

昇降舵
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４３

　家族の夢、将来のこと、これから始めてみたいこと…思ってはいてもなかなか口に
出せないでいると、相手には伝わりません。
　日常のこまごまとした家事、些細なこと。そういったことも、口にださないでいると、
担っている人にしかわかっていないのかもしれないのです。例えば「料理」と一口に
いっても、そのなかには「献立を決める」「買い物をする」「お米をとぐ」「食事をつくる」
「配膳」「調理機の片付け」など、名もない家事の連続ですよね。

　最後の「理想の未来に近づくために“チーム夫婦”でできることを話し合おう」では、自分は何が
得意か、どんなことができるかを話し合います。人によって得意なこと、苦手なことがあります。
カバーし合えたら苦手なことも楽しくできるかもしれませんし、思いがけない面白さを発見できる
かもしれません。仕事の状況の変化や子どもの成長などに合わせて、その都度振り返ってみましょう。
お子さんが成長したら、お子さんを交えて家事のシェアを考えてみるのもいいですね。

青森県男女共同参画センター　事業部長　高橋　一枝

『夫婦deミーティング』を活用してみませんか？
　夫婦が協力して、楽しく家事・育児をするきっかけづくりになるように、平成29年青森県男女共同
参画センターが発行した『夫婦deミーティング』。
　「まず家族の未来を想像してみよう」と夢や未来を書き込む欄があります。
　次に、「毎日の生活と子育てについてふたりで考えてみよう」には、夫と妻のシェアの割合だけで
なく、第三者・サービス・やめるという選択肢もあり、様々な選択肢があることに気づきます。
　また、個々の家庭の事情によって異なる「その他の家事」も書き込めます。（ペットの世話など）

『夫婦deミーティング』編集・発行・お問合せ／青森県男女共同参画センター　017-732-1085

www.apio.pref.aomori.jp/gender/news/huhumeeting
『夫婦deミーティング』はHPからも見ることができます 夫婦deミーティング

描こう、
　将来の夢

家事分担は
詳しく！

二人でペンを

入れよう

「ありがとう」の
言葉も忘れずに。
お互いが協力し
あって強力な「ワ
ンチーム」になり
ます。
小さなことにも
感謝のひと言！

休みの日の朝、いつまでも布団でごろごろしてい
たい！そんな気持ちを満足させつつ、子どもも楽
しくゴロゴロ～～～
さつまいもに
なっちゃおう！

ちょっとからだがあたたまってきたら、おすもう
ごっこで、さらに体力UP＆親子のふれあいを。
お父さん、子ども
2～ 3人相手でも
勝てるかな？

作ってとばそう　紙ヒコーキ
子どものころ、誰でも1度は遊んだことがあるのでは
ないでしょうか。作り方も簡単だし、少し広い場所が
あればどこでもでき、年齢を問わず遊べると思います。

へそ飛行機　資料提供：青森県立三沢航空科学館

★遊び方のバリエーション
「どれだけ遠くへとばせるか」で競ったり、滞空時間（どれ
だけ長くとんでいるか）で競ったり。
それでも物足りなくなったら、「宙返り」に挑戦してみては？
年齢に合わせて難易度をあげたり、いろんな折り方や遊び方
を工夫できるのが楽しいです。

おすもうさつまいもゴロゴロ

へそ飛行機のつくり方

　家族の夢、将来のこと、これから始めてみたいこと
出せないでいると、相手には伝わりません。
　日常のこまごまとした家事、些細なこと。そういったことも、口にださないでいると、
担っている人にしかわかっていないのかもしれないのです。例えば「料理」と一口に
いっても、そのなかには「献立を決める」「買い物をする」「お米をとぐ」「食事をつくる」
「配膳」「調理機の片付け」など、名もない家事の連続ですよね。

ミーティング』を活用してみませんか？
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冬のほっとわくわく情報冬のほっとわくわく情報
住所：弘前市松原東1-3-2
電話：0172-55-5405
営業時間：平日10：00～20：00
　　　　　㊏㊐㊗9：00～19：00
　　　　　最終受付は閉店1時間前

入会金：専用ソックス付き
　　　　500円（税別）
利用料金：1時間ごとの入れ替え制で
　　　　　未就学児（3歳以上）500円
　　　　　小学生800円
　　　　　中高生1,000円
　　　　　大人1,200円
　　　　　（いずれも税別）

トランポスタジアム
　今夏、弘前市にオープンした「トランポスタジアム」はトランポリン専門施
設です。まず受付でアプリ登録を行いますが、初めて訪れた方にはスタッフが
教えてくれます。施設内にはたくさんのトランポリンがあり、側面に設置され
たものや競技用のトランポリンもあります。トランポリンから跳ねてそのまま
飛び込むことができるスポンジプールやバスケットゴール、綱渡りを楽しめる
ストラックラインなど、多彩な遊び方ができます。キッズ専用のトランポリン
もあって、３歳から高齢者まで楽しめます。大人は子どもの付き添い入場（入
場料なし）も可能ですが、子どもが跳んでいるのを見ると一緒に跳びたくなり
ます。親子で跳んだ方が楽しい時間を共有することができるし、大人のほうが
夢中になる方も多いそうです。（特にお父さん！）基本の跳び方は、施設内の
DVDで見ることができ、インストラクターも常駐してレクチャーします。
　一時間ごとの入替え制で、安全には気を配っていますが、土日祝日は特に込
み合うので、初めて
の方や未就学児をお
連れの場合は平日の
方がおすすめです。
外に出ることが億劫
になる冬場の健康増
進に、有酸素運動が
できるトランポリン
で気軽に運動不足を
解消しませんか？

弘前市

住所：八戸市内丸1-5-22
　　　野々口ビル1F
電話：0178-20-7558
定休日：㊍
営業時間：平日16：00～23：00
　　　　　㊏㊐㊗13：00～21：00
料金：30分200円（税別）
　　　上限1,200円（税別）
　　　高校生以下半額
飲み物・おやつの持ち込みOK
駐車場：2台のみ
　　　　近くに有料駐車場あり

ボードゲームスペース　ポンポン
　本八戸駅からほど近く、市役所方面に向かって進むと右側にある「ボードゲー
ムスペース　ポンポン」。約400種類のボードゲームが揃っていて、こんなに種
類があるのかと思うほど圧巻です。
　遊んでいるだけで、考える力や会話力が身に付き、礼儀を覚え、勝つことの
喜びや負けることの悔しさを学ぶことができるボー
ドゲームを、気軽に楽しめるお店です。「小さい
子向け」「短時間で」「4人で」など、どんな遊び
がしたいかをスタッフの方に伝えると、ゲー
ムを選びながらルールも教えてくれます。ま
た小さいお子様の場合など「本来のルールを
こんな風に変えるといいよ」などのアドバイ
スもしてくれます。臨機応変に楽しめるのも
ボードゲームのよさです。飲食物の持ち込み
はOKですし、店内でもお菓子や飲み物を販
売しています。家や学校等で遊べるように、
ボードゲームのレンタルや販売もしています。
　親子で訪れる場合には、ゲームは大切に扱
い、店内を走り回らないこと、お子様と一緒
にお片づけをしてくださることをお願いしま
す。

八戸市

住所：青森市柳川1-2-3
　　　青森駅ビルラビナ5階
電話：017-763-0165
休館日：㊊（祝日の場合は翌日）
利用時間：10：00～17：00
　　　　（最終入場受付16：30）
体験料1歳～小学生300円
中学生～大人500円
（時間制限なし、当日限り再入場も可）
ラビナ駐車場1時間無料
ワークショップ：
木を使った工作など月2回ほど。
えほんのひろば月3～5回ほど。
詳細はFacebookで

もくもく～木育広場～
　とにかくたくさんの木のおもちゃ！青森県産木材や全国各地の工房、世界各
国のグッド・トイなどが約270種類もあり、とても贅沢な空間です。「木のお
もちゃでゆっくり遊ばせたい」と思ったら迷わずココ。芸術的とも思える魅力
的なおもちゃの数々に、気づけば大人も夢中！子どもたちはお気に入りの場所
を見つけては思う存分遊び、また次のおもちゃを見つけてと１日中楽しめま
す。おもちゃが奏でるきれいな音色や木と木がふれあう心地よい音、子どもの
声がよく通るこの空間は、店内に流れる音楽を切り、あえて時計も置かないと
いう、現実をちょっと離れて、誰もが子どもに戻れる世界です。２年前にリ
ニューアルした床は、広くてきれいですべすべの県産杉。靴を脱いで遊ぶので
小さな子にも安心です。奥のほうでは緑色の人工芝でできた「もくもく山」
で、ダンボールをお尻にしいて何度もすべったり、大きな「アートパネル」に
マグネット式の積み木でお絵かきしたり、真っ赤な「もくもく城」で、かくれ
んぼしたり、ダイナミックな遊びも体験できます。手前のゲートの中は安全安
心な「あかちゃんひろば」、あかちゃん優先のコーナーです。さらに手前には
飲食のできる素敵なテーブルとイスが配置してあり、ご飯を持参して食べるこ
ともできます。兄弟
姉妹で楽しめる遊び
場で、丸一日居ても
料金が変わらないの
も嬉しいポイント。
ここで子どものお気
に入りの木のおも
ちゃを探すのもいい
ですね。

青森市

住所：弘前市百石町32-9
　　　エムズスクエア1F
電話：0172-26-6133
定休日：㊊㊋
営業時間：平日16：00～23：00
　　　　　（ラストオーダー22：00）
　　　　　㊏㊐㊗13：00～23：00
　　　　　（ラストオーダー22：00）
料金：受付終了時から利用料金発生。
　　　見学のみは無料。
　　　1時間400円、2時間800円
　　　フリータイム（平日）1,200円、
フリータイムの㊏㊐㊗は最大2,000円
飲食メニュー別料金。

遊べるカフェTriple
　ボードゲームってご存知ですか？盤（ボード）を囲んで楽しむゲームのことで、
人生ゲーム、UNO、オセロなどなど種類は豊富。弘前市初のボードゲームカ
フェトリプルは、弘前公園からほど近く、2018年２月にオープンした、ボード
ゲームが楽しめるお店です。３～４歳から楽しめるゲームもいくつかあります。
何で遊んだらいいのかわからない場合は、お店の方がいくつかチョイスして
持ってきてくれ、遊び方についても説明してくれます。家族でも1人で来ても
楽しむことができ、時間内であれば、何種類でも何回でも遊べます。飲み物の
持ち込みはできませんが、軽食など食べ物の持ち込みはできます。寒い冬、家
族でテーブルを囲んでボードゲームをすれば、自然に笑顔がこぼれてコミュニ
ケーション力もUP！販売しているゲームもあるので、気に入ったものがあれ
ば購入して家でも
楽しむことができ
ます。お店のなか
では、ゲーム類は
丁寧に扱い、走り
回らないようにし
ましょう。

弘前市

授乳室

おむつ交換
スペース

ベビーカー
貸出

粉ミルクの
お湯の提供

プレイルーム

トイレ内
ベビーチェア

子ども用
食器貸出

子ども用
イス貸出

妊婦のための
休憩用イス

設

備

内

容

小さい子から大人
まで楽しめる

ゲーム『ひっつきカ
メレオン』

もくもく山もくもく山

キッズ専用キッズ専用
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冬のほっとわくわく情報冬のほっとわくわく情報
住所：弘前市松原東1-3-2
電話：0172-55-5405
営業時間：平日10：00～20：00
　　　　　㊏㊐㊗9：00～19：00
　　　　　最終受付は閉店1時間前

入会金：専用ソックス付き
　　　　500円（税別）
利用料金：1時間ごとの入れ替え制で
　　　　　未就学児（3歳以上）500円
　　　　　小学生800円
　　　　　中高生1,000円
　　　　　大人1,200円
　　　　　（いずれも税別）

トランポスタジアム
　今夏、弘前市にオープンした「トランポスタジアム」はトランポリン専門施
設です。まず受付でアプリ登録を行いますが、初めて訪れた方にはスタッフが
教えてくれます。施設内にはたくさんのトランポリンがあり、側面に設置され
たものや競技用のトランポリンもあります。トランポリンから跳ねてそのまま
飛び込むことができるスポンジプールやバスケットゴール、綱渡りを楽しめる
ストラックラインなど、多彩な遊び方ができます。キッズ専用のトランポリン
もあって、３歳から高齢者まで楽しめます。大人は子どもの付き添い入場（入
場料なし）も可能ですが、子どもが跳んでいるのを見ると一緒に跳びたくなり
ます。親子で跳んだ方が楽しい時間を共有することができるし、大人のほうが
夢中になる方も多いそうです。（特にお父さん！）基本の跳び方は、施設内の
DVDで見ることができ、インストラクターも常駐してレクチャーします。
　一時間ごとの入替え制で、安全には気を配っていますが、土日祝日は特に込
み合うので、初めて
の方や未就学児をお
連れの場合は平日の
方がおすすめです。
外に出ることが億劫
になる冬場の健康増
進に、有酸素運動が
できるトランポリン
で気軽に運動不足を
解消しませんか？

弘前市

住所：八戸市内丸1-5-22
　　　野々口ビル1F
電話：0178-20-7558
定休日：㊍
営業時間：平日16：00～23：00
　　　　　㊏㊐㊗13：00～21：00
料金：30分200円（税別）
　　　上限1,200円（税別）
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喜びや負けることの悔しさを学ぶことができるボー
ドゲームを、気軽に楽しめるお店です。「小さい
子向け」「短時間で」「4人で」など、どんな遊び
がしたいかをスタッフの方に伝えると、ゲー
ムを選びながらルールも教えてくれます。ま
た小さいお子様の場合など「本来のルールを
こんな風に変えるといいよ」などのアドバイ
スもしてくれます。臨機応変に楽しめるのも
ボードゲームのよさです。飲食物の持ち込み
はOKですし、店内でもお菓子や飲み物を販
売しています。家や学校等で遊べるように、
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す。

八戸市
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　　　青森駅ビルラビナ5階
電話：017-763-0165
休館日：㊊（祝日の場合は翌日）
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場で、丸一日居ても
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住所：弘前市春日町36-12
　　　プレシャスガーデンD号
電話：0172-36-2668
営業時間：11：00～15：00（L.O）
　　　　　㊎は14：00（L.O）
休日：㊐㊗　不定休

パスポート提示で、お子様のドリンク
1杯サービス。妊婦さんはわんなちゅ
ごはん100円引き。

one.natural
　弘前公園の近く、メゾネットタイプのアパートの1室にあるカフェ「ワンナ
チュラル」。わんなちゅごはんは「玄米と野菜中心の発酵調味料を使用し、無添
加、白砂糖不使用」のほっこり優しいごはん。お菓子も「白砂糖、卵、小麦粉、
乳製品不使用」で丁寧に作られています。ナチュラルで優しい空間で、心と身体
が整う美味しいお食事しませんか？ 1階はテーブルと椅子席、2階は赤ちゃん連
れでも安心なお座敷席です。

住所：青森市青葉1-5-32
電話：017-739-0501
営業時間：9：00～17：00
定休日：㊐㊊、第1㊍

パスポート提示で全技術1,000円
OFF
ご一緒のお子様にジュース１杯サービ
ス（お菓子付き）

fforrts h air ambiente
　青森市青葉、中央大橋通り沿いにある、美容室「フォルツエアーアンビエン
テ」。天然木の温もりに緑を配し、高い天井で開放感あふれるリゾート風のお
しゃれな空間です。スタッフはすべてお子さんのいる女性スタッフですので、
お子様連れのママも安心してご来店ください。「365日あなたを美しくしたい」を
コンセプトに、人にやさしく、髪や頭皮にやさしく、いつでも美しくありたい
女性に人気のサロンです。

青森市

弘前市

親子に優しい街

住所：青森市浜館5-3-11
電話：017-742-5678
営業時間：11：30～23：00
　　　　　（ラストオーダー22：00）
定休日：なし

小学生までのお子様連れで、パスポー
ト提示の方2500円以上のお食事で
500円割引（ほかのサービス、キャン
ペーンとの併用はできません）

お好み焼　道とん堀　青森浜館店
　「ぽんぽこぽ～ん」のかけ声でおなじみのお好み焼き屋さん。ひとつひとつの
テーブルに鉄板があります。なんでもやりたがるお年頃のお子様と一緒に、自
分で焼いた熱々のお好み焼きをほおばるのは格別ですね。鉄板は熱いのでやけ
どには気を付けてね。お好み焼のほか、もんじゃ焼、焼きそば、デザートまで
メニューは200種類以上。お座敷席が広く、家族や仲間とわいわい楽しむのに
ぴったりです。
　小学生までのお子様連れで「パスポート」を提示すると、お会計合計金額
2,500円以上で500円割引が受けられます。ただし青森浜館店のみのサービス
ですので、ご了承ください。

青森市

にこにこ店

にこにこ店

携帯・スマートフォン・PC共通URL
http://wagamap.jp/pref-aomori/

クチコミ情報もみてね！

青森県親子に優しい街マップあおもり子育て応援アプリ

▲協賛店の一例▼あおもり子育て応援パスポート
ってなあに？

「わくわく店」には、パスポートの提示が必要な

「にこにこ店」と、パスポート不要の「ほのぼの店」があります。

【サービスの例】
○％引き・○円引き・ポイント○倍・ポイント還
元・ジュース1杯無料・お菓子のサービス・優先
予約等

【申請先はこちら⬇⬇】
http://www.apio.pref.aomori.jp/

newwakuwaku/index_p.html

「あおもり子育て応援わくわく店」や全国の協賛店で、
そのお店が設定するサービスが受けられるカードで
す。18歳未満のお子さんのいるご家庭もしくは妊娠中
の方がいるご家庭が申請できます。

【例】
授乳室・おむつ交換スペース・ベビーカーの貸
出し・粉ミルク用のお湯の提供・プレイルーム
スペース・トイレ内ベビーチェア・子ども用い
すの貸出し・子ども用食器の貸出し・妊婦等の
ための休憩用いす・全面禁煙・子育て情報等の
掲示板設置・その他
【その他の例】
•和室（座敷席）あります
•購入商品を車までお運びします
•離乳食、ベビーフードの販売あり（飲食店）
•男子トイレにもおむつ交換台あります　etc.

※「にこにこ店」のサービスと「ほのぼの店」の設
備を兼ね備えた「にこにこほのぼのW登録店」
もあります。

あおもり子育て応援パスポート

ほのぼの店にこにこ店

2種類

（お出かけ配慮型）（割引・特典型）

Apple および Apple ロゴは米国その他の国で登録
された Apple Inc. の商標です。
App Store は Apple Inc. のサービスマークです。
Google Play および Google Play ロゴは Google 
LLC の商標です。

最新情報やダウンロード方法について…
「あおもり子育て応援アプリ」で検索！

授乳室

おむつ交換
スペース

ベビーカー
貸出

粉ミルクの
お湯の提供

プレイルーム

トイレ内
ベビーチェア

子ども用
食器貸出

子ども用
イス貸出

妊婦のための
休憩用イス

設

備

内

容

わんなちゅごはん

子育て中の方が、お出かけし
やすい設備を提供しているの
は、オレンジ色のステッカー
「ほのぼの店」

お店に掲示してあるみどり色のス
テッカーは、割引・特典などのサ
ービスを提供する「にこにこ店」

協賛店も続々増加中！
いつでも募集しています!!

●キッズスペースがある　●おむつ交換スペースや
子ども用イスの貸し出しがある　●お子様にお菓子
やプレゼントを用意できる　●子育て中の方を割引
などで応援したい等々
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ですので、ご了承ください。

青森市

にこにこ店

にこにこ店

携帯・スマートフォン・PC共通URL
http://wagamap.jp/pref-aomori/

クチコミ情報もみてね！

青森県親子に優しい街マップあおもり子育て応援アプリ

▲協賛店の一例▼あおもり子育て応援パスポート
ってなあに？

「わくわく店」には、パスポートの提示が必要な

「にこにこ店」と、パスポート不要の「ほのぼの店」があります。

【サービスの例】
○％引き・○円引き・ポイント○倍・ポイント還
元・ジュース1杯無料・お菓子のサービス・優先
予約等

【申請先はこちら⬇⬇】
http://www.apio.pref.aomori.jp/

newwakuwaku/index_p.html

「あおもり子育て応援わくわく店」や全国の協賛店で、
そのお店が設定するサービスが受けられるカードで
す。18歳未満のお子さんのいるご家庭もしくは妊娠中
の方がいるご家庭が申請できます。

【例】
授乳室・おむつ交換スペース・ベビーカーの貸
出し・粉ミルク用のお湯の提供・プレイルーム
スペース・トイレ内ベビーチェア・子ども用い
すの貸出し・子ども用食器の貸出し・妊婦等の
ための休憩用いす・全面禁煙・子育て情報等の
掲示板設置・その他
【その他の例】
•和室（座敷席）あります
•購入商品を車までお運びします
•離乳食、ベビーフードの販売あり（飲食店）
•男子トイレにもおむつ交換台あります　etc.

※「にこにこ店」のサービスと「ほのぼの店」の設
備を兼ね備えた「にこにこほのぼのW登録店」
もあります。

あおもり子育て応援パスポート

ほのぼの店にこにこ店

2種類

（お出かけ配慮型）（割引・特典型）

Apple および Apple ロゴは米国その他の国で登録
された Apple Inc. の商標です。
App Store は Apple Inc. のサービスマークです。
Google Play および Google Play ロゴは Google 
LLC の商標です。

最新情報やダウンロード方法について…
「あおもり子育て応援アプリ」で検索！

授乳室

おむつ交換
スペース

ベビーカー
貸出

粉ミルクの
お湯の提供

プレイルーム

トイレ内
ベビーチェア

子ども用
食器貸出

子ども用
イス貸出

妊婦のための
休憩用イス

設

備

内

容

わんなちゅごはん

子育て中の方が、お出かけし
やすい設備を提供しているの
は、オレンジ色のステッカー
「ほのぼの店」

お店に掲示してあるみどり色のス
テッカーは、割引・特典などのサ
ービスを提供する「にこにこ店」

協賛店も続々増加中！
いつでも募集しています!!

●キッズスペースがある　●おむつ交換スペースや
子ども用イスの貸し出しがある　●お子様にお菓子
やプレゼントを用意できる　●子育て中の方を割引
などで応援したい等々
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＊児童福祉週間にちなんだ事業「ごじゃらっと広場」
令和元年5月12日（日）
アピオあおもり
恒例のかえっこバザール（おも
ちゃの交換）、さまざまな体験、
わくわく店などでにぎやかに。
健やかな子どもの育ちを応援！

＊親子・次世代育成すくすくスキンシップ事業
みてみよう！やってみよう！
ちょきぺた工作人形
令和元年10月13日（日）
イオンモール下田
講師：人形劇屋たくたく堂
　　　くどうたくとさん
作ったものから物語が広がる

楽しさがわかりました。

あらちゃんの　笑顔がいっぱい！あそびのひろば
令和元年11月23日（土）
アピオあおもり
講師：「遊び塾はらっぱ」　荒牧　光子さん
子どもとたくさんふれあえて楽しかった。パパ、ママもリフ

レッシュできた。子どももニコニコで嬉しかった。

遊びの達人あらちゃんの　
絵本からうまれるワークショップ
（指導者対象実技研修会）
令和元年11月23日（土）
アピオあおもり
令和元年11月24日（日）
おいらせ町立東公民館
講師：同上
クラスの子ならどう反応する

か想像しながら、これなら何回
かやればできると思えました。
（おいらせ会場参加者）

＊季節にちなんだ行事
みんなでクリスマス
令和元年12月13日（金）
アピオあおもり
協力：青森明の星短期大学
子どもが楽しんでくれたので、

家でもマネしたい。

ホームページ
＊青森県子ども家庭支援センター
http://www.apio.pref.aomori.jp/kodomo2011/
＊あおもり子育て応援パスポート事業
http://www.apio.pref.aomori.jp/

newwakuwaku/index_p.html
＊親子に優しい街マップ
http://www2.wagamachi-guide.com/

pref-aomori/index.asp
＊スタッフブログ
http://blog.livedoor.jp/wakuwakuapio/
＊Facebook・Twitter　もご覧ください。

◆学習・体験事業◆

◆情報提供事業◆

◆普及啓発事業◆

◆自主事業◆
＊ふたご・みつごのひろば「つぃんくる」
　多胎児家庭を対象に隔月（年６回）の交流、情報交換の場
に。
＊おもちゃコミュ
　グッド・トイで遊ぼう！未就学児を
もつ家庭を対象に隔月（年6回）開催。

　地域子育て支援拠点事業実施施
設をはじめ、支援団体、サークル
を一冊にまとめました。（令和元
年度版　青森県サークルリスト）
各公立図書館、各子育て支援セン
ター・ひろばで閲覧できます。当
センターHPでも公開中。

◆調査研究事業◆

◆活動支援事業◆
＊手作りおもちゃ講習会（放課後児童会等実技研修）
令和元年６月27日（木）八戸市総合福祉会館

７月１日（月）・15日（月・祝）アピオあおもり
７月８日（月）弘前市総合学習センター

講師：おもちゃコンサルタント　宍倉　千鶴子
　　　　　　　　　　　　　　　（当センター職員）

＊地域子育て支援関係者研修会
令和元年８月28日（水）八戸市総合福祉会館

８月29日（木）アピオあおもり
講師：秋山　千枝子さん（東京都三鷹市）

絵　本

絵　本

絵　本

親向け

親向け

親向け

こんな本、読こんな本、読こんな本、読こんな本、読こんな本、読んんんんんでみ
て！？でみて！？でみて！？でみて！？でみて！？こんな本、読んでみ
て！？

こんな本、読んでみ
て！？

オニじゃないよおにぎりだよ

　「黒いブチのある白い犬」ハリーは、お風呂に入れよ
うとした家族から逃げだし、街へ出て大冒険！ハリー
は「白いブチのある黒い犬」に！大好きなおうちの人も
ハリーだと気づきません。ハリーは無事にまたおうち
で暮らすことができるのでしょうか？ハリーのやん
ちゃぶりに、ホッコリ優しい気持ちになれる絵本です。

どろんこハリー
ジーン・ジオン／ぶん
マーガレット・ブロイ・グレアム／え
わたなべしげお／やく
福音館書店　1,320円（税込）

穂高順也／作　西村敏雄／絵
教育画劇　1,210円（税込）

　いろいろなお風呂とは？何の事かは読んで確
かめてみてください（^_^）。読み手も、中継し
ているにんじんさんになりきって、楽しく読む
ことができます♪　とてもテンポがよく、子ど
もも大喜びです！

いろいろおふろはいり隊！

シゲタサヤカ／作
えほんの杜　1,362円（税込）
　人間に怖がられているとは知らないオニ達が、
いつもまずいおにぎりを人間が食べていると勘
違いして、人間の為においしいおにぎりをたく
さん作って食べさせたいと奮闘するお話。おっ
ちょこちょいでお人好しなオニ達の姿がたまら
ない♪　オニの怖いイメージを払拭する一冊!!

1人でできる子になるテキトー子育て

　「ビジョン」というとどこか難しくてとっつきにくい
印象でしたが、夫婦が日常ですぐ取り組める小さなコ
トから生涯をかけて目指していく大きな目標まで、7つ
のカテゴリーに分けて、具体例を挙げてわかりやすく
説いています。おまけにパートナーへの伝え方のヒン
トまで載っていますよ。これを読めば、夫婦の明るい
未来が見えてくる、そんな一冊です。

いつまでも仲よし夫婦でいる方法
ふたりを幸せにする7つの夫婦ビジョンのつくり方
舛田れい／著　主婦の友社　現在書店では品切れ

　子育てしていると、サブタイトルの「ゆっくり・にっ
こり・楽に」とは正反対になりがちな日常(^_^;)。そし
て、産後ずっと自律神経は乱れまくり。そんな私でも、
読んでいるだけで実践できている気になっちゃう（笑）！
読みながらその場でできることも出てきますよ♪口角を
あげてみるとか。漫画で、絵も登場人物も優しく、とっ
ても読みやすいです。

まんがでわかる自律神経の整え方
「ゆっくり・にっこり・楽に」生きる方法

はせがわわか／著　SBクリエイティブ　1,650円（税込）
　1番心に残ったのは、親がどんなに自分のことをダメ
だなと思っていても、子どもにとっては最高の親という
こと。そして子どもは自分が成長することに一番関心が
あるという事。だからこそ、親は子どもの興味を思う存
分深めてあげるだけという事。この本を通じて、本当の
意味での子どもをありのままで見る、受け止める、そし
て親も自分を大切にするということが大事だと気づかせ
てもらえます。子育てに悩む全ての方に、明日からの育
児の応援歌として是非読んでもらいたい本です。
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貸出申込

貸出

返却

貸出依頼

郵送貸出

郵送返却

青森県内の公共図書館を通した貸出（図書のみ）

郵送費用はセンター、公立図書館がそれぞれ負担
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貸出申込（TEL）

※郵送による
　貸出・返却

●来館による貸出のほかに、次の方法も利用できます。
郵送による貸出（図書と啓発ビデオ・ＤＶＤ）
（情報ライブラリーの利用者カードをお持ちの方）

※郵送による貸出は青森市外にお住まいの方に限ります。

郵送費用はセンター、利用者がそれぞれ負担

◆利用時間
９：００～１９：００（日・祝は１７：００まで）
毎週水曜日、図書整理日、年末年始（12/29～1/3）
を除く

◆貸し出しは
青森県に在住の方が対象です。初めて借りる
方は名前と住所を確認できるもの（運転免許
証・健康保険証等）をご持参のうえ、カウンタ
ーにてお申し込みください。

◆図書・ビデオ・DVDを借りる（14日以内）
利用者カードと一緒にカウンターへお出しくだ
さい。
一般図書は５冊まで。ビデオ・ＤＶＤいずれか
１本まで。
児童図書室内３点まで（うちビデオ１本まで）。

アピオあおもり情報ライブラリーアピオあおもり情報ライブラリーアピオあおもり情報ライブラリーアピオあおもり情報ライブラリーアピオあおもり情報ライブラリーアピオあおもり情報ライブラリーアピオあおもり情報ライブラリーアピオあおもり情報ライブラリーアピオあおもり情報ライブラリーアピオあおもり情報ライブラリーアピオあおもり情報ライブラリーアピオあおもり情報ライブラリーアピオあおもり情報ライブラリーアピオあおもり情報ライブラリーアピオあおもり情報ライブラリーアピオあおもり情報ライブラリーアピオあおもり情報ライブラリーアピオあおもり情報ライブラリーアピオあおもり情報ライブラリーアピオあおもり情報ライブラリーアピオあおもり情報ライブラリーアピオあおもり情報ライブラリーアピオあおもり情報ライブラリーアピオあおもり情報ライブラリーアピオあおもり情報ライブラリーアピオあおもり情報ライブラリーアピオあおもり情報ライブラリーアピオあおもり情報ライブラリーアピオあおもり情報ライブラリーアピオあおもり情報ライブラリーアピオあおもり情報ライブラリーアピオあおもり情報ライブラリーアピオあおもり情報ライブラリーアピオあおもり情報ライブラリーアピオあおもり情報ライブラリーアピオあおもり情報ライブラリーアピオあおもり情報ライブラリー

ビデオ視聴、パソコンでの情報収
集、レファレンス、予約・リクエ
ストサービスもできます。
お気軽にカウンターへどうぞ。

さンじゃらっと…さらっと、ちょこっと、
ほんのちょっと
【例文１】わい、こしたにしてもらって
めわぐだっきゃの
【訳】あら、こんなに色々してもらってあ
りがとうございます。申し訳ありません。
【例文２】めわぐだばって、これやって
けねーべが？
【訳】申し訳ないけれど、これをしてくれ
ませんか？
【解説】「めわぐ」を連発されて「迷惑？」と
困惑したことありませんか？津軽人の「め
わぐ」（「めやぐ」ともいう）は「あなたにお
手数をおかけして大変申し訳ありません」
という意味なんです。
★「たくさん」「とても」という意味の
「つがる弁」
「わや」、「たげ」（たんげ）、「がっぱど」、「ず
っぱど」、「のっつど」「のれ」（のれそれ）
★地域によって違いあり

★転勤、転居などで県内にお住いのみなさん、意
味のわからない青森弁（津軽弁、南部弁、下北弁）、
言葉が通じなくて困った経験はありませんか？編
集部までどしどしお寄せください。

◆返却は
情報ライブラリー開室中はカウンターへ。
閉室後21：00までは「アピオあおもり」
総合受付へ。

◆電話
017－732－1024
（情報ライブラリー直通）

紹介した本は、すべてアピオあおもり内「情報ライブラリー」で借りることができます。

小林弘幸／著　一色美穂／著
イースト・プレス　1,100円（税込）

編編編編集委員の集委員の集委員の集委員の集委員の集委員の集委員の集委員の集委員の集委員のおおおおおおおおおおおおおおおおすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすめめめめめめめめめめめめめBBBBBBBBBBoooooooooooKoKoKoKoKoKoKoKoKoKoKoKoKoKsssssssssssssssss編集委員のおすすめBooKs編集委員のおすすめBooKs

講師：ただじゅん企画
　　　多田　純也さん

心もからだもまるごと育て
るあそびのチカラ
親子ふれあいあそび、なり
きり表現あそび、子どもの
心やからだをはぐくむ楽し
い遊びがいっぱい！

ただじゅんの からだであそぼう!!

同時開催

転勤ママ必見つがる弁つがる弁つがる弁つがる弁つがる弁つがる弁つがる弁つがる弁つがる弁つがる弁つがる弁つがる弁つがる弁つがる弁つがる弁つがる弁つがる弁
ささささンンンンじゃらっと講座じゃらっと講座じゃらっと講座じゃらっと講座じゃらっと講座じゃらっと講座じゃらっと講座じゃらっと講座じゃらっと講座じゃらっと講座じゃらっと講座じゃらっと講座じゃらっと講座
つがる弁
　さンじゃらっと講座
つがる弁
　さンじゃらっと講座 ＊次回はコラボ企画！ ２月16日（日）10：30～

これからこれから

楽しいマジック教室楽しいマジック教室

声

声

声

声

＊第18回子育て広場
令和2年2月22日（土）　参加者募集中

★子育て支援団体によるパネル展示
★プレーパーク
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ちょきぺた工作人形
令和元年10月13日（日）
イオンモール下田
講師：人形劇屋たくたく堂
　　　くどうたくとさん
作ったものから物語が広がる

楽しさがわかりました。

あらちゃんの　笑顔がいっぱい！あそびのひろば
令和元年11月23日（土）
アピオあおもり
講師：「遊び塾はらっぱ」　荒牧　光子さん
子どもとたくさんふれあえて楽しかった。パパ、ママもリフ

レッシュできた。子どももニコニコで嬉しかった。

遊びの達人あらちゃんの　
絵本からうまれるワークショップ
（指導者対象実技研修会）
令和元年11月23日（土）
アピオあおもり
令和元年11月24日（日）
おいらせ町立東公民館
講師：同上
クラスの子ならどう反応する

か想像しながら、これなら何回
かやればできると思えました。
（おいらせ会場参加者）

＊季節にちなんだ行事
みんなでクリスマス
令和元年12月13日（金）
アピオあおもり
協力：青森明の星短期大学
子どもが楽しんでくれたので、

家でもマネしたい。

ホームページ
＊青森県子ども家庭支援センター
http://www.apio.pref.aomori.jp/kodomo2011/
＊あおもり子育て応援パスポート事業
http://www.apio.pref.aomori.jp/

newwakuwaku/index_p.html
＊親子に優しい街マップ
http://www2.wagamachi-guide.com/

pref-aomori/index.asp
＊スタッフブログ
http://blog.livedoor.jp/wakuwakuapio/
＊Facebook・Twitter　もご覧ください。

◆学習・体験事業◆

◆情報提供事業◆

◆普及啓発事業◆

◆自主事業◆
＊ふたご・みつごのひろば「つぃんくる」
　多胎児家庭を対象に隔月（年６回）の交流、情報交換の場
に。
＊おもちゃコミュ
　グッド・トイで遊ぼう！未就学児を
もつ家庭を対象に隔月（年6回）開催。

　地域子育て支援拠点事業実施施
設をはじめ、支援団体、サークル
を一冊にまとめました。（令和元
年度版　青森県サークルリスト）
各公立図書館、各子育て支援セン
ター・ひろばで閲覧できます。当
センターHPでも公開中。

◆調査研究事業◆

◆活動支援事業◆
＊手作りおもちゃ講習会（放課後児童会等実技研修）
令和元年６月27日（木）八戸市総合福祉会館

７月１日（月）・15日（月・祝）アピオあおもり
７月８日（月）弘前市総合学習センター

講師：おもちゃコンサルタント　宍倉　千鶴子
　　　　　　　　　　　　　　　（当センター職員）

＊地域子育て支援関係者研修会
令和元年８月28日（水）八戸市総合福祉会館

８月29日（木）アピオあおもり
講師：秋山　千枝子さん（東京都三鷹市）

絵　本

絵　本

絵　本

親向け

親向け

親向け

こんな本、読こんな本、読こんな本、読こんな本、読こんな本、読んんんんんでみ
て！？でみて！？でみて！？でみて！？でみて！？こんな本、読んでみ
て！？

こんな本、読んでみ
て！？

オニじゃないよおにぎりだよ

　「黒いブチのある白い犬」ハリーは、お風呂に入れよ
うとした家族から逃げだし、街へ出て大冒険！ハリー
は「白いブチのある黒い犬」に！大好きなおうちの人も
ハリーだと気づきません。ハリーは無事にまたおうち
で暮らすことができるのでしょうか？ハリーのやん
ちゃぶりに、ホッコリ優しい気持ちになれる絵本です。

どろんこハリー
ジーン・ジオン／ぶん
マーガレット・ブロイ・グレアム／え
わたなべしげお／やく
福音館書店　1,320円（税込）

穂高順也／作　西村敏雄／絵
教育画劇　1,210円（税込）

　いろいろなお風呂とは？何の事かは読んで確
かめてみてください（^_^）。読み手も、中継し
ているにんじんさんになりきって、楽しく読む
ことができます♪　とてもテンポがよく、子ど
もも大喜びです！

いろいろおふろはいり隊！

シゲタサヤカ／作
えほんの杜　1,362円（税込）
　人間に怖がられているとは知らないオニ達が、
いつもまずいおにぎりを人間が食べていると勘
違いして、人間の為においしいおにぎりをたく
さん作って食べさせたいと奮闘するお話。おっ
ちょこちょいでお人好しなオニ達の姿がたまら
ない♪　オニの怖いイメージを払拭する一冊!!

1人でできる子になるテキトー子育て

　「ビジョン」というとどこか難しくてとっつきにくい
印象でしたが、夫婦が日常ですぐ取り組める小さなコ
トから生涯をかけて目指していく大きな目標まで、7つ
のカテゴリーに分けて、具体例を挙げてわかりやすく
説いています。おまけにパートナーへの伝え方のヒン
トまで載っていますよ。これを読めば、夫婦の明るい
未来が見えてくる、そんな一冊です。

いつまでも仲よし夫婦でいる方法
ふたりを幸せにする7つの夫婦ビジョンのつくり方
舛田れい／著　主婦の友社　現在書店では品切れ

　子育てしていると、サブタイトルの「ゆっくり・にっ
こり・楽に」とは正反対になりがちな日常(^_^;)。そし
て、産後ずっと自律神経は乱れまくり。そんな私でも、
読んでいるだけで実践できている気になっちゃう（笑）！
読みながらその場でできることも出てきますよ♪口角を
あげてみるとか。漫画で、絵も登場人物も優しく、とっ
ても読みやすいです。

まんがでわかる自律神経の整え方
「ゆっくり・にっこり・楽に」生きる方法

はせがわわか／著　SBクリエイティブ　1,650円（税込）
　1番心に残ったのは、親がどんなに自分のことをダメ
だなと思っていても、子どもにとっては最高の親という
こと。そして子どもは自分が成長することに一番関心が
あるという事。だからこそ、親は子どもの興味を思う存
分深めてあげるだけという事。この本を通じて、本当の
意味での子どもをありのままで見る、受け止める、そし
て親も自分を大切にするということが大事だと気づかせ
てもらえます。子育てに悩む全ての方に、明日からの育
児の応援歌として是非読んでもらいたい本です。
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貸出申込

貸出

返却

貸出依頼

郵送貸出

郵送返却

青森県内の公共図書館を通した貸出（図書のみ）

郵送費用はセンター、公立図書館がそれぞれ負担

利用者
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貸出申込（TEL）

※郵送による
　貸出・返却

●来館による貸出のほかに、次の方法も利用できます。
郵送による貸出（図書と啓発ビデオ・ＤＶＤ）
（情報ライブラリーの利用者カードをお持ちの方）

※郵送による貸出は青森市外にお住まいの方に限ります。

郵送費用はセンター、利用者がそれぞれ負担

◆利用時間
９：００～１９：００（日・祝は１７：００まで）
毎週水曜日、図書整理日、年末年始（12/29～1/3）
を除く

◆貸し出しは
青森県に在住の方が対象です。初めて借りる
方は名前と住所を確認できるもの（運転免許
証・健康保険証等）をご持参のうえ、カウンタ
ーにてお申し込みください。

◆図書・ビデオ・DVDを借りる（14日以内）
利用者カードと一緒にカウンターへお出しくだ
さい。
一般図書は５冊まで。ビデオ・ＤＶＤいずれか
１本まで。
児童図書室内３点まで（うちビデオ１本まで）。

アピオあおもり情報ライブラリーアピオあおもり情報ライブラリーアピオあおもり情報ライブラリーアピオあおもり情報ライブラリーアピオあおもり情報ライブラリーアピオあおもり情報ライブラリーアピオあおもり情報ライブラリーアピオあおもり情報ライブラリーアピオあおもり情報ライブラリーアピオあおもり情報ライブラリーアピオあおもり情報ライブラリーアピオあおもり情報ライブラリーアピオあおもり情報ライブラリーアピオあおもり情報ライブラリーアピオあおもり情報ライブラリーアピオあおもり情報ライブラリーアピオあおもり情報ライブラリーアピオあおもり情報ライブラリーアピオあおもり情報ライブラリーアピオあおもり情報ライブラリーアピオあおもり情報ライブラリーアピオあおもり情報ライブラリーアピオあおもり情報ライブラリーアピオあおもり情報ライブラリーアピオあおもり情報ライブラリーアピオあおもり情報ライブラリーアピオあおもり情報ライブラリーアピオあおもり情報ライブラリーアピオあおもり情報ライブラリーアピオあおもり情報ライブラリーアピオあおもり情報ライブラリーアピオあおもり情報ライブラリーアピオあおもり情報ライブラリーアピオあおもり情報ライブラリーアピオあおもり情報ライブラリーアピオあおもり情報ライブラリーアピオあおもり情報ライブラリー

ビデオ視聴、パソコンでの情報収
集、レファレンス、予約・リクエ
ストサービスもできます。
お気軽にカウンターへどうぞ。

さンじゃらっと…さらっと、ちょこっと、
ほんのちょっと
【例文１】わい、こしたにしてもらって
めわぐだっきゃの
【訳】あら、こんなに色々してもらってあ
りがとうございます。申し訳ありません。
【例文２】めわぐだばって、これやって
けねーべが？
【訳】申し訳ないけれど、これをしてくれ
ませんか？
【解説】「めわぐ」を連発されて「迷惑？」と
困惑したことありませんか？津軽人の「め
わぐ」（「めやぐ」ともいう）は「あなたにお
手数をおかけして大変申し訳ありません」
という意味なんです。
★「たくさん」「とても」という意味の
「つがる弁」
「わや」、「たげ」（たんげ）、「がっぱど」、「ず
っぱど」、「のっつど」「のれ」（のれそれ）
★地域によって違いあり

★転勤、転居などで県内にお住いのみなさん、意
味のわからない青森弁（津軽弁、南部弁、下北弁）、
言葉が通じなくて困った経験はありませんか？編
集部までどしどしお寄せください。

◆返却は
情報ライブラリー開室中はカウンターへ。
閉室後21：00までは「アピオあおもり」
総合受付へ。

◆電話
017－732－1024
（情報ライブラリー直通）

紹介した本は、すべてアピオあおもり内「情報ライブラリー」で借りることができます。

小林弘幸／著　一色美穂／著
イースト・プレス　1,100円（税込）

編編編編集委員の集委員の集委員の集委員の集委員の集委員の集委員の集委員の集委員の集委員のおおおおおおおおおおおおおおおおすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすめめめめめめめめめめめめめBBBBBBBBBBoooooooooooKoKoKoKoKoKoKoKoKoKoKoKoKoKsssssssssssssssss編集委員のおすすめBooKs編集委員のおすすめBooKs

講師：ただじゅん企画
　　　多田　純也さん

心もからだもまるごと育て
るあそびのチカラ
親子ふれあいあそび、なり
きり表現あそび、子どもの
心やからだをはぐくむ楽し
い遊びがいっぱい！

ただじゅんの からだであそぼう!!

同時開催

転勤ママ必見つがる弁つがる弁つがる弁つがる弁つがる弁つがる弁つがる弁つがる弁つがる弁つがる弁つがる弁つがる弁つがる弁つがる弁つがる弁つがる弁つがる弁
ささささンンンンじゃらっと講座じゃらっと講座じゃらっと講座じゃらっと講座じゃらっと講座じゃらっと講座じゃらっと講座じゃらっと講座じゃらっと講座じゃらっと講座じゃらっと講座じゃらっと講座じゃらっと講座
つがる弁
　さンじゃらっと講座
つがる弁
　さンじゃらっと講座 ＊次回はコラボ企画！ ２月16日（日）10：30～

これからこれから

楽しいマジック教室楽しいマジック教室

声

声

声

声

＊第18回子育て広場
令和2年2月22日（土）　参加者募集中

★子育て支援団体によるパネル展示
★プレーパーク



青森県男女共同参画センター及び青森県子ども家庭支援センターは、指定管理者青森コミュニティビジネス株式会社が受託・運営しています。

特集特集特集夫婦で気持ちを伝えあう
　◎「チーム夫婦」でのりきっていこう
ねえねえ、お父さんあそぼ！
冬のホッとわくわく情報
あおもり子育て応援パスポートってなあに
こんな本、読んでみて！？ 編集委員のおすすめBOOKs
青森県子ども家庭支援センター実施事業報告

・編・集・後・記・・編・集・後・記・
　初めて編集委員に参加させて頂きましたが、私自身
の子育ての学びにもなり、とても楽しかったです♪こ
れからも、ママ達の心の声に寄り添えるような内容を
お届けできたら嬉しいです。（月）

青森に越してきて親子で荒れ果てていた時に手に取った
『あのね』。編集委員募集欄を見て思い切って電話しまし
た。編集会議は毎回楽しく、私の子育て中の悩みも、明る
い解決の糸口を見つけて帰ってきます^_^ このご縁に感謝
です。皆様にも素敵な出逢いがありますように！（あ）

子育て啓発情報誌「あのね」

所在地：

開館時間：

プレイルーム利用時間：
休館日：
ＴＥＬ：
ＦＡＸ：
ＵＲＬ：

〒030－0822
青森県青森市中央3丁目17－1　アピオあおもり
月～土／ 9：00～21：00
日・祝／ 9：00～17：00
　　　　9：00～17：00（休館日を除く）
毎週水曜日・年末年始（12/29～1/3）
017－732－1011
017－732－1073
http://www.apio.pref.aomori.jp/kodomo2011/

第36号　令和２年１月
編集・発行／青森県子ども家庭支援センター
編集スタッフ
工藤 美穂・佐々木 清美・大門 あすか・月岡 美保
表紙／長谷川 真理子

　一緒に「あのね」を作ってみませんか？下記
の要領で応募ください。
●編集委員の応募条件
上北地域か下北地域在住の現在子育て中の方で、かつ年
６回の編集会議（アピオあおもりで開催）に出席できる方

●読者モニターの応募条件
県内在住の現在子育て中の方

●期間（共通）
令和２年４月～３年３月（あのね37・38号）

●応募方法（共通）
「あのね」に対するご意見、住所、氏名、年齢、電話番号
明記の上、はがき・FAX・メールにてご応募ください。
詳細はお問合せください。

●編集委員・読者モニター・読者プレゼント応募の宛先
郵　送／ 030-0822　青森市中央３－１７－１

アピオあおもり内
青森県子ども家庭支援センター
あのね編集委員／モニター／読者プレゼント係

ＦＡＸ／０１７－７３２－１０７３
メール／ kodomo-iken@apio.pref.aomori.jp

●お問い合わせ／青森県子ども家庭支援センター
電　話／０１７－７３２－１０１１

　日頃から「あのね」をご愛読の皆様へ、津軽に伝わる
「こぎん刺し」の作品をプレゼント！

【応募方法】締切／ 2月29日㊏　消印有効
はがきまたはメールで、ご希望作品の番号、住所、氏名、年
齢、電話番号、「あのね」に対するご意見またはご感想を明記
の上、左記までお送りください。万一応募者多数の場合は抽
選となります。当選者の発表は発送をもって替えさせていた
だきます。ご記入の個人情報は、目的外に使用いたしません。

令和２年度「あのね」
編集委員・読者モニター募集！！

令和２年度「あのね」
編集委員・読者モニター募集！！

駐車場80台　できるだけ公共交通機関をご利用の上、ご来館ください。

◆青森市営バス利用

●中央循環線
　「アピオあおもり前」下車

●市民病院線　　●横内環状線
●問屋町行き　　●浜田環状線
●朝日放送行き　●青森公立大学行き
　「働く女性の家前」下車徒歩3分

●国道4号線　「市役所前」下車徒歩8分

交通のご案内交通のご案内
●県庁

至弘前 至浅虫国道４号線

観光物産館アスパム

中
央
大
橋

観
光
通
り

浦町小学校
●

　県民福祉
プラザ
●

青森市●
総合福祉センター

市役所●

ハローワーク青森●

みちのく銀行
●本店

ひとりで抱え込まずにご相談ください
子どもや家庭に関する相談をお受けします

◎どなたでもどうぞ

◎秘密は守ります

◎相談は無料

☎017‒775‒8080
9：00～16：00
（水曜日・年末年始を除く毎日）

http://www.apio.pref.aomori.jp/kodomo2011/soudan.html
青森県子ども家庭支援センター総合相談

所在地：〒030 0822

青森県子ども家庭支援センター

①バッグ（17×24㎝）1名　②バッグ（17×19㎝）1名
　長方形ティーマット
③（26.5×12㎝）1名　　④（23.5×12㎝）1名

⑤⑥⑦長方形コースター（18～19×11㎝）各1名
⑧色柄おまかせコースター（12～16×11～12㎝）10名
⑧は、サイズ・色・柄の指定はできません。ご了承ください。
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青森県子育て啓発情報誌青森県子育て啓発情報誌

ののああ ねね


