西版 対象小学校区

天白区全体の情報は、裏面(東版)に載ってるのでチェックしてね
2022(令和 4)年 5 月 20 日 6 月号 発行 名古屋市天白区子育て応援拠点マーガレットま～ま

✿✿✿各団体・施設により利用の際の条件が異なります

月 mon

火 tue

5/16(月)出張ま～まにて、ま～ま
主催の『多胎っ子ひろば』を開催
しました。他区からの参加者さん
も含め、14 組の双子ちゃんが集
まってくれました！双子あるある
や、困り事などお喋りが盛り上が
りました。次回 7/4(月)です♪

6

水 wed

7
島田第一保育園
｢ぴよぴよの日｣2 組
10:00-11:00

対象：ねんねのお子さん

13

14

お出かけの前にお電話やＨＰなどで確認してください

「自動車図書館」
相生山団地
14:00～16:00

20. 島田第一保育園
｢よちよちの日｣5 組
11:00-11:45
対象：歩き始めのお子さん
檸檬の木
｢ころころちゃんに
平針原保育園から
保健師さんが来るよ｣
13:00～14:00
27
マーガレットま～ま

木 thu

マーガレットま～ま
2
6/1
【7 月の一時預かり】1 回目予約開始日
音聞山保育園｢あそぼう会｣10:00-11:30/15 組
島田第一保育園｢キッズひろば｣各 5 組
天白図書館「おはなし会」15:30-16:00
15 名(当日先着)/幼児と保護者
天白児童館｢たのしいリトミック｣
10:30-11:30 / 当日先着 10 組
多胎っ子ひろば 1 歳以上の幼児と保護者※オンライン同時配信
＠出張ま～ま
8
9
島田第一保育園｢キッズひろば｣
（元八事 3-23）
9:30-10:15・10:45-11:30 /各 5 組
音聞山保育園｢あそぼう会｣10:00-11:30/15 組

21

天白児童館

｢絵本であそぼう｣
10:30～11:00
当日先着 5 組
乳幼児と保護者
檸檬の木：お休み

⾦

土

SAT

3

コドミル文庫
14:30-17:30 予約制
初回⇒
info@kodomiru.com
登録料¥100

4
天白児童館「親子体育」
ふたばサロン
10:30-11:30/当日先着 10 組
天白保育園
2 歳以上の幼児と保護者
10:00～11:30
※上履き(親子とも)
0～2 歳程度
「自動車図書館」一つ山第一公園
までの親子
10:00～11:00

日

SUN

5

また
コロナウイルスの感染拡大の状況により

29 島田第一保育園｢キッズひろば｣誕生会♡ 30
天白児童館
「離乳食を学ぼう
9:30-10:15・10:45-11:30 /各 5 組 ★申込スタート！10:00～窓口か電話
「保育園説明会」
～前期・中期～」
7/13(水)天白児童館
天白図書館「おはなしとてづくりの会」
10:30-11:30 / 6 組
10:00～11:30
15:30-16:00 15 名(当日先着)/親子
｢ちびっこなつまつり｣
乳幼児と保護者
出張ま～ま(元八事 3-23)/ ※申込 6/14(火)10:00～
10:30-11:30
天白児童館｢おひさまルーム｣10 組
窓口か電話
1 歳児以上と保護者/15 組
10:30～11:30 / 1 歳児と保護者
８組
※申込 6/16(木)10:00～窓口か電話

急遽中止になる場合もございます✿✿✿

そろそろあちこちの幼稚園で令
和５年度の入園説明会や見学会
が始まりますね。プレ※に２～３
カ所行ってるよ～という声も聞
きますし、引越してきたばかり
で、全然わからなーいという方、
まだ入園は先だけど、みんなど
うやって幼稚園選んでるの？疑
問に少しでもヒントになれば
と、現役幼稚園ママに園選びの
ポイントを聞いてみました。

小さい規模の幼稚園を選んだママ

に力を入れてる？遊び中心？我が子は、どんなタイプの園が合う

預かり保育重視で選んだママ
入園の時、下の子が生まれるタイミングだったので、園
での滞在時間が長い（預かり保育や習い事がある）園を
選びました。あと、バスが家の前まで来てくれていいな
ーと思ってたけど、入園してみると、他のママと全然会
う機会がなくて交流が持てないなーと、ちょっと寂しか
ったかな。でも延長保育の日や、習い事がある日は幼稚
園に迎えに行くので、その時に他のママとも交流がもて
ました。
発表会は厳しめにしっかり指導してもらえるので、でき
るようになった時の成長を感じます。お勉強系の園だけ
ど、子どもは楽しんで取り組んでいるようです。

天白

かな？
HP や、幼稚園の入園説明会だけではきっと分からないことだらけ
なので、在園児のママの口コミや意見を聞くのも、リアルな話が
聞けるのでオススメです。バス通園は便利だし、子どもも可愛い
園バスに毎日乗るのは楽しみですよね。でも、徒歩や自転車など
で直接園に送迎をしていると、先生とのコミュニケーションが取
りやすいですよ。先生も園での子どもの様子をママ達に直接お話
できたらいいな～って思ってます。

山根

音聞山保育園
電話相談:月-金 8:30-17:00

野並

支援ルーム:月-金（祝休み）
9:30-14:30
音聞山 1613
052-832-6455

相生

●てんぱくおもちゃ病院
第 3 水(園行事に準ずる)
10:00-11:30

高坂

[子育て応援拠点]

★マーガレットま～ま
出張ま～ま
毎週月・木（祝休み）
9:30-14:30
元八事 3-23
090-5032-4522

天白小学校区
★天白区役所・天白保健センター
島田 2-201
区役所民生子ども課:052-807-3891
保健センター:052-807-3913
[子育て支援拠点]
★天白児童館

火-日 8:45-17:00
(月･祝･月祝の翌日休み)
池場 5-1801
052-805-4129
★天白図書館
火-土 9:30-19:00
日･祝 9:30-17:00
(月祝の翌日･平日第 3 金休み)
横町 701
052-803-4188

平日 9：30-14：30（祝休み）
池場 4－303－3 階
080-9733-2676

園庭開放
✿島田幼稚園
・ひろば
※満３とは？
学校教育法第２６条：
幼稚園に入園すること
のできる者は、満３歳
から小学校就学の始期
に達するまでの幼児と
する。
とあります。満 3 歳入
園のこと。無償化です
が、給食費や園バス代
等は有料です。また、園
によって金額は変わり
ます。

しまだ

専 052-832-7701
○

[子育て支援拠点] ★檸檬の木

家からは、徒歩圏内の園から、園バスですぐ行ける園まで選択肢はイ
ロイロありましたが、我が子がちょっと落ち着きない子で、小さい規
模でアットホームな雰囲気の園が子どもには合うかなーと思って選び
ました。園選びで迷っていましたが、プレの時から落ち着きない自由
人の我が子を温かく見守ってくれていて、この園なら安心して通わせ
られる、と決心がつきました。下の子もこの園に入れたいな～。

まずは『園の方針』を知ろう！スポーツに力を入れてる？文化系

八事東

八事東小学校区

6 月と言えば『父の日』！あっそう言えば『父の日』。
。先日、子育てママとお話
していたら、
「父の日のプレゼント？あげたり、あげなかったりかな、
、ある意味
サプライズですね（笑）
」との事。子どもが生まれてからは「孫と会えることがプ
レゼントかな」の声も。父の日、パパもじぃじも期待してますよね～分かっちゃ
いるけど（私も含め）父の日はスルーしがち(*_*; プレゼントが思いつかなかっ
たら、一緒にお食事もいいですね♪ 父の日には梅雨入りしてるかな？晴れ間を
みつけて、水たまりのお外遊びも楽しめそうですね！
編集担当：松浦久美

元幼稚園教諭ママがお伝えする園選び POINT！

表山

天白子育てカレンダーの
ご意見ご感想をお寄せ
ください。支援員さんや
園の先生に伝えてね

[子育て支援センター]

10 組

天白図書館
11
12
｢のなみっ子広場｣“子育てサロン” 10
「あかちゃんからのおはなし会」
野並コミセン 10:00-11:30 10:30-10:50/11:10～11:30
6/10(金)
8 組(当日先着)/乳幼児向け
島田第一保育園
天白児童館｢幼児のつどい｣
天白図書館「おはなし会」15:30-16:00
天白児童館「親子体育」
｢ぴょんぴょんの日｣
10:30-11:30 / 当日先着 10 組
10:30-11:30/当日先着 10 組
15 名(当日先着)/幼児と保護者
11:00-11:45/5 組
1 歳以上の幼児と保護者
2 歳以上の幼児と保護者
対象：安定して
天白児童館｢あかちゃんタイム｣
※上履き(親子とも)
歩けるお子さん
「自動車図書館」池見公園
10:30-11:30 /0 歳児と保護者/10 組
「自動車図書館」高坂公園
10:00～11:00
※申込 5/24(火)10:00～窓口か電話
10:00～11:00
マーガレットま～ま
15
16
17
18
19
檸檬の木
てんぱくおもちゃ病院
【7 月の一時預かり】2 回目予約開始日
天白児童館「親子体育」
「振替開所の日」
コドミル文庫
10:00-12:00
音聞山保育園｢あそぼう会｣10:00-11:30/15 組
9:30-14:30
10:30-11:30/当日先着 10 組 14:30-17:30
出張ま～ま(元八事 3-23)
島田第一保育園｢キッズひろば｣各 5 組
2 歳以上の幼児と保護者
予約制
天白図書館「おはなし会」15:30-16:00
※上履き(親子とも、動きやすい 初回⇒info@
天白児童館｢ちびっこ体操｣
kodomiru.com
天白児童館｢たのしいリトミック｣
服装（こどもは大きめの
10:30-11:30
10:30-11:30 / 当日先着 10 組
登録料¥100
名前入り）をご準備ください
1 歳以上の幼児と保護者※オンライン同時配信
0・1 歳児と保護者/10 組
｢自動車図書館｣13:45-15:15
※申込 6/2(木)10:00～窓口か電話
野並・かがみ整形外科駐車場
22
23
２4 天白児童館｢ミニ屋内遊園｣ ２5
26
島田第一保育園｢キッズひろば｣
マーガレットま～ま
10:30～11:45 出入り自由
9:30-10:15・10:45-11:30 /各 5 組
乳幼児と保護者
「 幼児食相談会」10:30～11:30
音聞山保園｢あそぼう会｣10:00-11:30/15 組
“体育室を開放♪”
出張ま～ま(元八事 3-23)/８組
天白図書館
天白図書館「おはなし会」15:30-16:00
「あかちゃんからのおはなし会」
天白児童館｢幼児のつどい｣
15 名(当日先着)/幼児と保護者
10:30-10:50/11:10～11:30
10:30-11:30
8 組(当日先着)/乳幼児向け
天白児童館｢ちびもも｣10:30-11:30
音聞山保育園
当日先着 10 組
先着 10 組/0・1 歳児と保護者
｢園庭開放｣11:00-12:00
1 歳以上の幼児と保護者
※申込 6/9(木)10:00～窓口か電話

28

※プレ(プレ幼稚園)
プレ幼稚園とは、簡単にいうと幼稚園に入
る年齢前の子に向けた、お試しの幼稚園で
す。プレ幼稚園の他にも、プレ保育や未就
園児クラスと呼ばれる場合もあります。

fri

月～金園庭開放（祝日除く）
10:00-11:30 要予約 1 日 3 組
島田黒石 507
802-5256
✿ひばり幼稚園

Kodomiru コドミル
Kodomiru 文庫
塩釜神社付近
http://www.kodomiru.com/

★天白生涯学習センター
天白町大字島田字黒石 4050
052-802-1161
●天白おもちゃ図書館「ぽけっと」
毎月第 1 土 13:30-15:30
（5･８･10･１月は休館）
問 天白社会福祉協議会ぽけっと事務局
○
052-809-5550
●てんぱくおもちゃ病院
第１土(5･8･10･1 月は休診)
13:30-15:00
●幼児教室「えくぼサークル」
火･金の週 1 回(午前中 1 時間)
問 090-9129-5748
○
●託児グループうさぎ
定例会･託児付講座開講日 他
会費制

問 天白生涯学習センター
○

てんぱくプレーパーク
火-金 10:00-17:00
天白公園内
090-2348-8521
https://tenpaku-playpark.net/
高坂小学校区
[エリア支援保育所]

島田第一保育園
電話相談: 月-金 9:00-17:00（祝休み）
高坂町 93
専 052-803-5745
○

✿子育て支援センター
月～金園庭開放（祝日除く）
島田第一保育園
10:00-15:00
｢キッズひろば(水曜)｣各 5 組
利用の方は当日朝、問い合わせ
｢にこにこルーム(平日)｣各１組
してください。
｢にこにこホール(平日)｣各 5 組
久方 1-147
｢園庭開放(平日)｣各 10 組
801-5411
予約 9:00-1５:３0(平日)
高坂町 93
805-1212
✿子育て支援センター音聞山保育園
「支援ルーム」3 部制/各 3 組
月-金(祝日除く）9:30-14:30
音聞山 1613
832-6455

山根小学校区
幼児教室
「幼稚園ごっこ」

菅田 2-1403
052-806-2671
野並小学校区
[子育て応援拠点]

★マーガレットま～ま
月･木･土:9:00-15:00
水･金 :9:00-17:00
（祝休み）
野並 2-104
052-875-4550

月 mon

※プレパパ・ママ、0 歳～３歳までの親子を対象に
した対象にしたイベントや講座、子育て関連情報
を掲載しています。
※要予約以外は基本予約不要です。
※子育てカレンダーは、
★マークのある施設で手に入ります。

6

「すくすくサロン」
毎月第４水 10:30-11:30
3 か月から２歳くらい
植田北コミセン
(鴻の巣 1-203)
問 区役所民生子ども課
○

植田
植田東

052-807-3891

平針
平針南

植田小学校区
子育てサークル

電話相談:月-金（祝休み）
9:00-17:00
専 052-803-3159
○
一本松 1-517
052-803-3158

「りんごあめ」
火･水クラス月３回
植田コミセン
(元植田 2-301)

「自動車図書館」

「園庭開放」

姥ケ崎公園

14:00-15:00

10:00～10:50

13
名古屋植田ケ丘こども園

月～金（月１回土開所・月 1 回平日休み・㈷休み）
10:00-15:00
予約制
植田 3-109 アーストンビル 201 号
052-875-7575

「おひさま広場」園庭開放
10:30-12:30/予約

9:30-11:30/5 組
※予約:前日 9 時～
23
天白子ネット｢ママカフェ｣
10:00～12:00

場所：問合せ(植田南３)
参加費 100 円/組

「赤ちゃんルームチルチル・ミチル」
火 10:00-11:30 月 3 回 植田南学区在住者
月齢によって参加日が異なります。
植田南コミセン(植田 1-810)

ママといっしょにたのしくえいご
毎週木曜日 11:20-12:00
植田 3-1601
(日映文化ホール・スタジオ)

問 区役所民生子ども課
○

問 english@hello.nifty.jp
○

052-807-3891
平針北小学校区

★天白スポーツセンター
第１･３金休み
(祝日は開館)
植田 3-1502
052-806-0551
平針南小学校区

[エリア支援保育所]
うえのいけ

★天白区在宅サービスセンター
原 1-301
原ターミナルビル 3 階
●天白区社会福祉協議会
052-809-5550

★上ノ池保育園

電話相談:月-金（祝休み）9:00-17:00
専 052-801-9399
○
平針南 1-114

子育て支援センターめばえ保育園
「ひなたぼっこ」月-金(祝日除く）
・9:00-12:00 各３組
・13:00-15:00 各３組
第二佐久間ビル 102 号
要予約
802-2188

052-801-9388

２4
栄光八事幼稚園
「おひさま広場」園庭開放
10:30-12:30/予約

予約不要/ P 周辺コインパ
栄光八事幼稚園
飯田穂野香先生による
「親子で芸術家」
9:30-10:20/予約
052-832-8221

今月は父の日特集～！
パパであり、先生でもある、
めばえ保育園園長の石濱先生
(いしちゃん)にインタビュー
しました♪

園庭開放
・
ひろば

子育て支援「にこにこ」
園庭開放:月（祝休み）
植田本町２-1310
801-7581

[子育て支援拠点]

日･月･火･木･金(祝休み)
9:30-14:30
※ネット予約⇒

●天白アレルギーの会

問 tableyuu.com
○

問 tenpaku.alle02@gmail.com
○

毎月有料オンライン相談も
しています。

問 天白保健センター052-807-3913
○

「おもしろ文庫」平針南コミセン
10:00～12:00

１8 きゃら｢月 1 土曜開所日｣ 予約 19
「おもしろ文庫」平針南コミセン
10:00～12:00
※おはなし会（ストーリーテリング）
対象 5 才～/11:00～11:30/5 名
｢天白おもちゃ図書館｣
10:00～13:00
場所：にじいろ /予約不要
２5
２6
｢おもしろ文庫｣
平針南コミセン 10:00～12:00
天白文化小劇場『オズの魔法使い』
①10:30～ ②14:30～ ③17:30～
※０歳～鑑賞できます♡
「自動車図書館」三郎廻間第一公園
10:00～10:50

保育園の現場や支援センターで、男性だから困ったことはありますか？

まつうら

保育園では特に困ったことはありませんが、
（めばえでは昔から男性保育士が
いたので当たり前になっていたからかもしれません。現在も自分を含め男性
保育士が 4 名います）支援センターでは、日中お母さんと過ごす時間が長い
お子さんが来られるからか、初対面でお子さんが戸惑う姿がありますね。
パパ以外の男性は NG！ってお子さんいますよね(^^;)
ったなーと思うことは？

いぶき保育園
ふれあい広場
毎週火 10:00-11:00
植田山 3-1007
789-0551

利用前に問い合わせください
原 3-107
802-2120

平針南 1-113
★おもしろ文庫
毎週土 10:00～12:00(貸出・返却のみ)
第 2 水 午前 乳幼児の日(ノンタンタン)
※ノンタンタンのみ予約制
●まんまの会
偶数月 第 3 木曜午前

SUN

親子サークル随時受付中！！

※実施しない日は開催月の
前月末に HP でお知らせします。

平針南コミュニティーセンター

問 052-801-3708
○

日

◆子育てサークル“りんごあめ” 090-5458-0727 ：佐藤
◆保育サークル“どろんこ” 090-5116-2675 ：磯部
◆親子サークル“えくぼサークル” 090-9129-5748 ：山口
◆自主保育グループ“ももやま”6/3・7・14・17・21・28『無料体験会』9:30-13:00
問
○momoyamayouzi@yahoo.co.jp

原幼稚園
園庭開放:月-金（祝休み）
10:00-12:00

★名古屋植田ヶ丘こども園

table 悠

SAT

30

栄光八事幼稚園
おひさま広場（園庭開放）
八事裏山 122
832-8221

月～金 10:00-19:00
土
10:00-15:00
日祝日 休み
天白区植田 1-2102
サンパレス植田 1 階
052-875-7555

植田南学区子育てサロン

平針 1-1808
052-802-2188

栄光八事幼稚園

｢プレママ＆
0 歳赤ちゃんサロン｣

交流サロンきゃらっぱ

[子育て支援拠点] ★きゃら

支援センター「ひなたぼっこ」
月-金 9:00-12:00
/13:00-15:00

17
にじいろ

きゃら：お休み

木クラス 月３回
平針新公民館(向が丘１-６1０)

土

にじいろ｢体を使って遊ぼう｣
9:30-11:30/6 組
※予約:前日 9 時～
16

情報はこちら⇒

問 090-5458-0727
○

fri

「おひさま広場」園庭開放
10:30-12:30/予約

14:00-15:00

月～木（週２日から）
植田中央公民館(植田 1-304)

専 052-802-2188
○

15

栄光八事幼稚園
「おひさま広場」園庭開放
10:30-12:30/予約
20

保育サークル「どろんこ」

電話相談:月-金（祝休み）
9:00-17:00

⾦

3 植田幼稚園「ひよこの会」 4 「おもしろ文庫」平針南コミセン 5 にじいろ
10:00～12:00
園見学可(5 名) “カスタネットを作って遊ぼう”
｢プレママ＆
9:30～11:00 参加費￥200- ｢自動車図書館｣神田公園 14～16:00 0 歳赤ちゃんサロン｣
持ち物：上靴(親子)、水筒 にじいろ｢後期流産死産新生児死亡など 9:30-11:30/5 組
誕生死を経験した家族の会｣
栄光八事幼稚園
※予約:前日 9 時～
10:00～12:00/参加費 300 円
「おひさま広場」園庭開放
10
11
12
栄光八事幼稚園

平針小学校区

052-807-3891

★めばえ保育園

thu

「おもしろ文庫
乳幼児の日(ノンタンタン）
」
10:15～12:00/平針南コミセン
各 5 組/予約 2 部制⇒

14

子育てサークルりんごあめ

植田南小学校区

[地域子育て支援センター]

9

「園庭開放」

原 5-406
052-803-0144

毎月第 1 金 10:00-11:30 5 か月-1 歳半くらい
植田コミセン(元植田 2-301)

問 090-5116-2675
○

8

専 052-804-5721
○

問 090-5458-0727
○

植田学区子育てサロン「すくすくほっとルーム」

問 区役所民生子ども課
○

2

21
22
栄光八事幼稚園
「おひさま広場」園庭開放
名古屋植田ケ丘こども園 ｢自動車図書館｣平針南コミセン
植田東学区子育てサロン
「園庭開放」
「植田東ぴよぴよ組」
14:00～16:00
毎月 1 回水曜日 10:00-12:00
にじいろ/対象ねんねちゃん
14:00-15:00
梅が丘記念館(梅が丘 4−1625)
｢わらべうたでタッチング｣
9:30-11:30/6 組
問
区役所民生子ども課
807-3891
○
２7 栄光八事幼稚園
２ 植田幼稚園｢ひよこの会｣ 29
｢うめぴよ｣
「おひさま広場」園庭開放“風船動物を作って遊ぼう”
10:30-12:30/予約
★会終了後、
9:30～11:00 参加費￥200毎月 1 回火曜日 10:00-12:00
幼稚園説明会あり
にじいろ｢りんごあめの先生 持ち物：上靴(親子)、水筒
梅が丘記念館(梅が丘 4−1625)
★園見学可(5 名)
とふれあい遊び｣
問 区役所民生子ども課 807-3891
○
9:30-11:30/5 組
栄光八事幼稚園
※予約:前日 9 時～
「おひさま広場」園庭開放
原小学校区
名古屋植田ケ丘こども園
[エリア支援保育所]
「園庭開放」
★平針原保育園
電話相談:月-金 9:00-17:00
（祝休み）
植田東小学校区

平針北

原

[エリア支援保育所]
★一本松保育園

木

6/1

植田北学区子育てサロン

植田北

植田南

水 wed

7

名古屋植田ケ丘こども園
植田北小学校区

大坪

tue

にじいろ｢夕やけ広場｣
親子ならどなたでもどうぞ！黄昏泣きの赤ちゃんも
小学生もゆる～く思い思いに過ごせます
16:00～18:00 /予約不要
参加費：登録料¥1,000-・一家族¥200/回

2022(令和 4)年 5 月 20 日 6 月号 発行 名古屋市天白区子育て応援拠点マーガレットま～ま

東版 対象小学校区

火

★にじいろ

★名古屋市いこいの家
てんぱくにじいろ
水（祝日休み）
9:30-14:30 ※予約制
平針南 1-2006/052-807-2720

いしちゃん
(石濱先生)

では、逆に、女性だったら良か

普段は特に気にすることもないのですが、しいて言えばお母さん方が初対面で話か
けやすいのかなぁと思います。
なるほど～。でも、
『いしちゃん』って呼んで良いと分かれば親しみがわきますね！
次に、どういう時に、この仕事をしていて良かったなーと思いますか？
保育をしている時の子どもの笑顔と、お子さんの事を共におしゃべりしていて、お父
さんお母さんの笑顔が見れたとき。こんなに笑顔や笑い声があふれる職場は他にはな
かなかないのではないかなぁと思っています。
保育士さんの笑顔あふれる環境、素敵です！最後に、パパだからこそ、子どもを連れ
ていくとナイスな遊び場を教えてください♪
天白公園は遊具など何もない森の中を探検するのもおもしろいですよ。他には、今か
ら昆虫採集のベストシーズンになるので早朝や夜にカブトムシやクワガタを取りに
行くのもおすすめです！
ありがとうございました！

こんにちは、めばえ保育園園長の石濱です。妻と共に働きながら 3 人の子どもを育てている
“パパ”です。(ママ日記ですが笑)
先日、子ども達とどんな時が幸せか？を話していたら、末っ子(５歳)が、「家族みんなでご飯を食
べているとき♪」と答えました。私はそれを聞き、仕事が遅くなり夕飯を共に食べる日が少なくな
っていた反省とともに、特別な事でなくとも、家族で一緒に過ごす時間が大切なのだと痛切に感じ
ました。
ここ数年間で日本も、お父さんの育児参加が高まってきていると思いますが、性差別の度合いを
示すジェンダーギャップ指数は世界各国に比べ１５６か国中１２０位とまだまだ低いスコアを示し
ています。
私自身育休を一か月とったこともありましたが、男性ももっと育児参加でき、女性も社会参加し
やすく、性別にとらわれず良い人生を誰もが選択できる社会になっていければと願います。

✿✿✿各団体・施設により利用の際の条件が異なります。お出かけの前にお電話やＨＰなどで確認してください。また、コロナウイルスの感染拡大の状況により、急遽中止になる場合もございます✿✿✿

