
妊娠中から就園まで

掲載されている内容は、取材時のものです
乱丁・落丁がございましたら おやこ応援課までご連絡ください
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表紙
おでかけ先

抱っこやおむつ交換などを保育士と一緒に
体験したり、相談したりしながら赤ちゃんを
迎え入れる準備をしてみませんか。

forマタニティ

集まれ♪妊婦さん（ベビーシャワー）

プレママ保育体験

「妊娠中に友達ができて心強かった」と好評の
妊婦同士の交流会（リクエスト開催）。

ひとりでのんびり歩いたり、友達や家族と歩いたり。
気分転換、体力づくり、体重管理に最適♪

公園/神社/動物園/大型ショッピングセンターなど

お散歩スポット

出産や赤ちゃんのこと、最近あった嬉しいことや
疑問などについてお話しする会です。
出産前に支援センターの雰囲気を知ることもでき
ますよ。産後も参加OK。

新旭川保育所（大雪通）　0166-23-5409
神楽保育所（神楽）　　　0166-61-2431
近文保育所（緑町）　　　0166-51-0352

助産師やママたちとの交流の場

保育所で赤ちゃんとふれあい体験♪
【申込み・問合せ先】

【申込み・問合せ先】

主催　旭川のお母さん応援企画室ルンルン

子育て支援センターいずみ
いずみこども園（神居）　0166-62-8986
第3火曜日（変動あり）10:00～11:30

❸

WEB WEB

WEB

WEB

WEB

WEB

[TEL]
[住所]

子どもごはんを学ぶ

離乳食幼児食教室happyclover

子連れでも安心して外食

@msp1969i
園田 奈緒

[公式LINE]
[代表]

おやこで一緒にリフレッシュ♡

ママヨガ・手形アートluana

子連れ産後ヨガ・ベビーヨガでカラ
ダもココロもゆったり笑顔に♡
手形アートは成長の記録として今
の大切な瞬間を残すのもオススメ！
笑顔のお手伝いします♡

@wvt0603t
宇山 のりこ

[公式LINE]
[代表]

oyako café noi
090-7052-2452
常盤通2丁目1971-18

[TEL]
[住所]

常磐公園近くの「子連れで安心して来店できる」がコン
セプトの親子カフェです。離乳食中期からご用意してお
りますので、小さなお子様連れでも気軽にご利用いた
だけます。個室や授乳室、オムツ替え台、キッズスペー
スを完備しておりますので、気兼ねなくご来店ください
(前日までの要予約)。店舗外には、焼き菓子や惣菜が
購入できる自販機を設置しておりますので24時間ご
利用いただけます。 
外出が難しい方にはお弁当宅配もしております。

↑店内・テーブル席
←メニュー例

骨盤矯正専門♡託児あり

骨盤矯正&整体サロン しろくまラボ
080-4046-5696
豊岡6条8丁目3-5

[TEL]
[住所]

産後の骨盤のゆがみによる「身体の痛み」や「体型が変
わってしまった」などのお悩みは、骨盤矯正専門の当店
にお任せください！ 
その他、マタニティ整体、疲労回復もみほぐし整体、ダ
イエットメニューもございます。妊活中の方や、産後数
年経過した方も◎。価格も技術も安心安全のしろくま
ラボは、経験豊富な女性スタッフによる施術です。 
保育士によるお子様の託児が可能です。
（ご予約が混雑しております。事前のご予約にご協力ください。）

↑ 清潔な広々個室
← 女性スタッフ施術

お助けくすみん参上♪

縁結びくすみん

子育て中のママさんやお子さん
の日常のちょっとしたお困り事に
お助けくすみんをレンタルしませ
んか？こんな事お願いできる？と
気軽にお問合せください♪

@690cqtbd
楠美 加奈子

[公式LINE]
[代表]

一生通いたい女性専門店

Life on彡（ライフオン）

東光にある妊婦整体・産後骨盤
矯正・美腸ケアが得意なサロン。
看護師セラピストが丁寧に施術
し理想のお身体へと導きます。
セルフケア指導・託児あり。

080-9619-3900
東光11条3丁目4-10野島第一ビル2階

子どもの年齢に合った噛む力を育
てながら栄養士が教える咀嚼メ
ソッドでしっかり噛んで食べられ
るようにサポートします。一緒に
楽しく食べる子を育てましょう！！

そしゃく

18



16-5

おでかけ先

旭川市リアルター夢りんご体育館   忠和公園体育館

東豊公園体育館
ときわひろば

はじめの一歩 トドックステーション

おもちゃライブラリー

こども冨貴堂のおはなし会

室内のあそび場

※休館日、開催日時、遊具の内容などに変更がある場合があります。ご利用前にご確認ください。

昭和レトロな空間
奥に乳幼児用トイレもあり

忠和

幼児プレイコーナー
もあり

豊岡

人工芝が敷き詰め
られた体育館

ボールプールやおも
ちゃ等で自由に遊べ
るお部屋

中心部

中心部

宮前 東光
北門

おしゃべりも飲食も
できる遊び場所
旭川西では 週１回
子育てひろばも開催

保育サポーターが親子の
交流の場を提供
おぴったの体育館半面と
和室を開放 

こどものえがおが大
好き！児童書専門店
読み聞かせと簡単な
工作を実施

おもちゃ 絵本の利用や
無料貸出し　
ベビースケールなどもあり
おもちゃ病院併設

末広

ちびっこ遊具広場

子どもアスレチック

子ども総合相談センター

毎週木曜日

月・木曜日

旭川南
旭川西

毎週水曜日

第2土曜日

花咲

図書館の子ども向けお楽しみ会 市内

読み聞かせ おはなし
手遊びなどを開催
土・日曜日ほか
日時は各館による

グリンパルのおはなし会 緑が丘

読み聞かせ 手遊び
エプロンシアターなどを
キッズコーナーで開催

第2・4日曜日

※上靴必要

幼児体育室

5

みなさんへのメッセージ

ママより

助産師より

保育士より

子どもを授かると嬉しいこと、悲しいことがたくさ
ん押し寄せ、人生がとてもカラフルで賑やかにな
るでしょう。そんな状況にこころやからだがついて
いかなくなったときは、
ひとりで解決しようとしないで
くださいね。妊娠期から
みなさんと繋がって、相談に
のれたら良いなと思っています。

がんばりすぎず、あなたらしく。
この冊子が笑顔で過ごす日々の
手助けになると嬉しいです。
いっしょに楽しく
子育てしましょう♡

子育てをしてみて大変なのは育児そのもの
よりも、自分のペースで生活できなくなるこ
とへの戸惑いでした。完璧じゃない自分も
自分のペースで子育てしていきましょう！

授かり方もお産の方法も人
それぞれ。お腹の中で大切に
守り育ててきたのはみんな
同じ。

出生届などを支所で手続き
したら、駐車場も近く時短で
効率的だった。

「経産婦さんは大丈夫で
しょ」の壁にぶつかった。2人
目、3人目のママになるのは
初めてだし、それぞれに個性
があって違うよね。

定期的にパートナーと子育
ての方針などを話し合う「会
議」を開いたら、すれ違いや
悩みが減りました。

子育ては人それぞれだから、肩の力を抜いて70
パーセントぐらいでOK。スマホ時代で、溢れる情
報に頼りすぎる人が多いけれど、ほんのちょっと

勇気を出して外に飛び
出してみると世界が広が
りますよ。たくさんの助っ
人が気づきを与えてくれ
ます。
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パートナーたちの声

「してほしかったこと」ランキング

1   

育休パパより

子どもと密に過ごせる時
期はあっという間に終
わってしまうので、もっと
関わっておけばよかった。

お願いの仕方より、何かした
ときに「ありがとう」と言って
もらうだけで十分。

おむつの替え方や着
替えの種類がよくわ
からない。

今まで家事をしてこなかったけど、やりはじめたら慣
れ、工夫すると楽しくもなってきました。

妊娠中 3歳頃まで

仕事と家事・育児のバランスがうまく取れず、男性でも産後うつになる人
が女性と同じだけいるそうです。迷惑をかけたくない、言わなくてもわかる
はず、そんな気持ちを手放して、お互いの想いを言葉にしてみませんか。

位

位

体調を気遣う（36％）

家事（28％）

上の子のお世話をしてほしかった
文句なし　など

家族以外の大人と話したかった
ねぎらってほしかった　など

食事を買ってきてくれるだけでもありがたい

自分や赤ちゃんに関心をもってほしい

2

1   位

位2

（投票総数232票） （投票総数176票）

（るんるん調べ）

ゆっくり寝る時間 （22％）
寝不足はイライラの元

ひとりの時間 （55％）
ゆっくりお茶したり、お風呂に入ったりしたい

をつくる

をつくる

子どもや妻と関わる際に最も大切にしている点は、『相手のニーズに応えるこ
と』です。そのために必要なのは『観ること』です。日頃からどんなときにどのよ
うな育児をしているのか観て学んでおく必要があります。先回りして行動し、
「もうやっておいたよ」「ありがとう」と言い合える関わり方が理想ですよね。あ
りがとうで溢れる家庭になりますように。

み

7

園選び（保活）

どうやって園を決めたの？

・園開放や園見学
・園の方針
・先生と園児との様子・雰囲気・かかわり方
・子どもの反応
・部屋や園庭の環境
・給食の有無やアレルギー対応
・おむつの持ち帰りの有無
・親の行事等への参加の頻度
・同じ小学校に行く子がいるか　　　など

子育て支援ナビゲーター
保育所・認定こども園・幼稚園等利用の相談窓口
お気軽にお電話ください　
ナビゲーター直通　　0166-25-6888

教育・保育施設等の利用のしおり

手続きや保育料など
利用に関する情報

保育所探しや手続きの参考に

幼稚園探しの参考に

旭川民間保育所相互育成会

旭川私立幼稚園協会

幼稚園
こども園
保育所
について
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産前・産後ヘルパー事業

妊娠中 つわりで動けず、買い物、料理、
子どもの相手をお願いしました。気持
ちが落ちていたけど、ヘルパーさんに
寄り添ってもらえて助かりました。

赤ちゃんを迎えるために、お風
呂掃除、床拭きを依頼。ピカピ
カにしてもらえて気持ちもスッ
キリ。妊娠中から利用していた
ので産後も安心してお願いで
きた。

体験談

利用例

体験談
産後

授乳・食事介助／おむつ交換／沐浴介助／
布団の用意／子どものお世話　など

家事サポート

育児サポート

食事の準備、後片付け／衣類の洗濯、補修／
部屋等の掃除、整理整頓／生活必需品の買い物　など

希望日の２日前までに利用したい事業所に連絡（急な場合は応相談）
おやこ応援課

あれこれ考えず、
もっと早くに頼めば
良かった。20回全部
利用したかったな。

料理を作りながら、育児の
サポートもしてくれた。子ど
もは「おばあちゃん」と呼び、
懐いていた。いろいろな話
を聞いてくれるヘルパーさ
んの存在が心強い。

だらしないところを見られ
たくないので、他人を家に
入れるのは嫌。だけど、疲れ
果てて思い切って利用して
みたら、お金を払っている
からと少しずつ割り切れる
ようになった。　　　　

対 象

回 数

時 間
利用方法
問合せ先

※利用券は母子健康手帳と一緒に交付済

各事業所の規定料金で継続利用可

買い物の交通費等は別途負担

妊娠中及び産後１年未満（多胎児は２年未満）の方

１回の出産で20回（多胎児は40回）

料 金 １回500円（２時間以内）

８:00～18:00（平日）

↓詳細はこちら
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登録は各会社へ

もしものときに備えて

旭川ファミリー・サポート・センター事業

子育てタクシー

保育サポーターあいあい

陣痛、健診等の子連れの外出、急な発熱時にも依頼でき、
習い事や学校への送迎の際は子どものみでも乗車可能。
目的ごとに4コースあり、通常のタクシー料金で利用可。
チャイルドシートの用意有り。

研修を受けたベテランママによるアットホームな託児。
どんな理由でも大丈夫（宿泊、病児も対応）。預かり場所は応相談。

旭川中央交通（株）

病児保育・病後児保育

保護者が就労などで、家庭での保育
ができないときに、子どもが体調不
良または回復期で保育所等に預け
られない場合の一時的な預かり。
看護師や保育士が対応。

突然の陣痛　ママの体調不良　リフレッシュ
そんなときに対応してくれるサービスがあります。
早めに登録しておくと安心ですよ♡

仕事復帰前に登録を

預かりや送迎などをサポート

全国子育てタクシー協会

ファミリー・サポート・センター『育児型』

旭川NPOサポートセンター
登園・登校前の預かりや送り、終了後のお迎えや預かりをサポート。

上川中部こども緊急さぽねっと （緊さぽ）

保護者の体調不良やリフレッシュ、急な残業や出張時の預かり（宿泊含む）や
送迎。病児・病後児も対応。

※登録者数　約1,400人（2社合計）2022年7月末現在

※登録会員数　1,413人（旭川市）2022年7月末現在

※登録会員数　1,590人（旭川市と近郊8町）2022年7月末現在

（ファミサポ）

（有）みつばちタクシー

新旭川保育所（大雪通）
　0166-23-1505
ほのぼの保育園（春光）
　0166-53-4103

病児保育（急性期）

病後児保育（回復期）

北彩都病児保育室 まほうのちから（宮下通）
　0166-74-5334

「病児保育または病後児保育 旭川」

0166-74-5380

大沢

090-6266-1051

生後6ヵ月～小学6年生までが対象（定期利用）

生後0ヵ月～小学6年生までが対象（必要な時）

保育所等に通っている生後5ヵ月～小学3年生までが対象

生後0ヵ月からサポート可能

0166-33-3131 0166-40-1234

検索
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