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（城南区子どもプラザ運営受託者）
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子育て支援コンシェルジュは、プラザの相談日以外の日でも
URL http://www.geocities.jp/hidamarino_kai/kodomopuraza_main.html
城南区役所１階の子育て支援課にいます（平日9：00～15：30）。
発行者：地域ぐるみの子育てをすすめるひだまりの会
幼稚園や保育園のことなどいつでも相談できます。
（城南区子どもプラザ運営受託者）
お気軽にどうぞご利用下さい。

城南区子どもプラザでは、毎月 1 回～2 回、
10 時から 12 時まで、プラザのお隣の部屋を
会場として「積み木で遊ぼう」を開催しています。
９月 14 日、この日もたくさんの積み木や、積み
木と一緒に遊ぶと遊びが広がる寄木（よせぎ）の動
物や人・植物、いろいろなものに見立てられるチェ
ーンリング等を置いて、皆さんに自由に遊んでもら
いました。

「積み木で遊ぼう」では、スタッフがあらかじめ何個か積んだり、
遊べそうな作品を作っておき、皆さんを迎えます。0～2 歳の子ど
もは、積み木を準備しただけの状態では遊び始めるのが難しい場合
もあるからです。
小さな子どもたちは、まずは大人が作った積み木の作品を
使って遊んだり、崩したりすることから遊びが始まります。遊びに
来られる親子が増えてくると、会場のあちらこちらで積んだり、
崩したり、並べたり・・・思い思いの遊びが繰り広げられます。

時にはお母さん方が真剣に積み木の作品を作り、その姿を
子どもがじっと見つめて・・・そして遊ぶ（崩す）という姿
も見られます。お母さんが楽しんでいると、子どもはそんな
におもしろいものならやってみたい！と思うようです。
このように、積み木は親子のふれあいのツールとなってい
ます。また、みんな一緒の積み木で遊ぶため、お母さん同士
の会話も弾み、和やかな雰囲気の中、積み木遊びを楽しまれ
ています。
❤

子どもプラザで使っている積み木は、和久洋三さん
が開発された木目のシンプルな直方体と立方体の積み
木です。高く積んだり、大きな作品を作ったり・・・
と、長い時間遊ぶためには、積み木は基尺（きじゃく）
が揃っているもので、それぞれの形と大きさに共通性
のあるものがいいようです。
基尺とは、その積み木の基本となる寸法を意味しま
す。具体的には、積み木の一番小さい立方体の 1 辺の
長さを指します。メーカーによって、4 センチだった
り、4.5 センチだったりいろいろですが、どの積み木
を用意するにしても、基尺がバラバラだと、きっちり
積んでいてもずれが生じ、その結果高く積めません。
ですから、積み木を選ぶときは基尺を揃えたほうがいい
ようです。
しっかりとした積み木は、並べたり、積んだりと、自由自在にいろいろな形に変化させることが
でき、壊してもまた新しいものができて・・・と、大人も夢中になれるツールです。小さな子ども
は、舐めたり、握ったり、においを感じたり、音を聞いたり、目で確かめたりと五感を使って、遊
ぶことができます。
年齢によっていろいろな遊び方ができる積み木、親子で一緒に触れ、遊んでみませんか。
（報告

髙田圭子）

【これからの「積み木で遊ぼう」の日程】
10 月 6 日（金）、11 月 8 日（水）、12 月 14 日（木）、1 月 12 日（金）、
1 月 26 日（金）、2 月 16 日（金）、2 月 23 日（金）、3 月 9 日（金）
※時間は 10 時～12 時です。場所は子どもプラザのお隣の部屋❤
※日程は変更する場合もありますので、必ずプラザ通信やホームページ等ご確認の上、
ご参加下さい。

※( )内は保健所の行事です
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11 月 24 日（金）ボランティア交流会

11 月 14 日（火）保育士・栄養士相談

＊屋外型ひろば
10 月

11 月 26 日（日）ベビーケア（11/1 受付開始）

堤プレーパーク

3 日（火）10:00～12:00

10 月 17 日（火）10:00～12:00
★場所：堤公園（樋井川 7 丁目 18）
（予約不要）
（雨天時は堤公民館子育てサロンで積み木です。
）
＊屋外型ひろば 鳥飼プレーパーク
10 月 5 日（木）10:00～12:00
10 月 19 日（木）10:00～12:00
★場所：鳥飼南公園（予約不要、雨天時中止）
＊積み木で遊ぼう

＊小児科医と話そう
10 月 17 日（火）14:00～15:30
（予約不要）
九州医療センターの小児科医長佐藤和夫先生
が優しく相談に応じてくださいます。

＊ベビーケア
１０月 22 日（日）14:30～15:30
赤ちゃんに優しく触れながら、
親子で穏やかな時間を過ごしませんか❤
★講師：三原詔子さん
参加費：無料
対象月齢：2 ヶ月～７ヶ月
10 月 6 日（金）10:00～12:00
定員：10 名（先着順 要予約）
★場所：城南保健所 2 階会議室 （予約不要）
（10/1 受付開始）
＊保健師・栄養士相談日
申し込み方法：子どもプラザへ電話、
10 月 10 日（火）14:00～16:00（予約不要）
または来所の際、申込用紙に
保育士さんや栄養士さんに気軽に相談できる日です。
お名前をご記入下さい。
＊ホッとティータイム
※大判のバスタオルを 1 枚ご持参ください。
10 月 12 日（木）10:00～11:30
※予防接種後、２４時間以内のご参加は
みんなでいろんなあれこれ♪お話しませんか。
お控え下さい。
定員：12 名（先着順 要予約）※託児付です
※お子様 1 人につき、１回のご利用となり
参加費：300 円（お茶菓子代として）
ます。
申し込み方法：子どもプラザへ電話か来所の際スタッフへ。

