
専門の相談員が相談をお受けします。どんなこ
とでも気軽にお電話ください。

☎076-433-4150（FAX共用）
●月曜～金曜 10：00～22：00　●土曜 17：00～22：00
※上記時間以外も留守番電話・FAXでお受けします

子育てほっとライン
子育てに悩まない親はいません

子育て応援団

臨床心理士が直接会ってお話しします。電話に
よる相談もお受けします。「子育てほっとライン」
で予約申し込みをお願いします。

●月曜  9：00～17：00　●会場／富山県民会館

家庭教育カウンセリング

家庭教育、子育て支援、県内おでかけMAP、もぐもぐ
（子どもと楽しめるレシピなど）のページ、子育てサー
クル情報などをインターネットで提供しています。
子育てメール相談も受け付けています。

http://www.pref.toyama.jp/sections/3009/hp/

http://www.pref.toyama.
jp/sections/3009/hp/k/

E-mail c-care@esp.pref.toyama.lg.jp

子育て情報バンク
子育ての情報がいっぱい！
「子育てネッ！とやま」

平成21年11月発行　企画・発行／富山県教育委員会生涯学習・文化財室　〒930-8501 富山市新総曲輪1-7　TEL 076-444-3435　FAX 076-444-4434
古紙配合率100％再生紙を使用し、大豆油インキを
使用し、環境にやさしい「水なし印刷」を採用しています。

　県では、安心して子どもを生み育てることができ、次代を担う子どもが健やかに成

長できる社会づくりを一層進めるため、6月に制定された子育て支援・少子化対策条

例に基づき、子育て支援・少子化対策を総合的・計画的に推進するための基本計画

を今年度中に策定することとしています。

　そのため、9月3日に新たに設置した子育て支援・少子化対策県民会議（会長：　

木繁雄富山経済同友会代表幹事）の第1回会議を開催するとともに、10月6日には基

本計画策定部会（部会長：神川康子富山大学教授）の第1回会議を開催し、基本計画

の検討を具体的に進めています。

　今後、この基本計画策定に向けて、広く県民の皆様から子育て支援・少子化対策、

学校教育を中心とした子どもの健全育成などのご意見を伺うため、県内各地で「子

育て支援・教育ミーティング」を開催することにしていますので、ぜひご参加ください。

子育て支援・少子化対策の基本計画の策定に向け、
県民会議、基本計画策定部会を開催

　地区の人々が積極的に協力してくれるため、昔ながらの遊びや料理

教室、習字、菜園、花壇づくりなどを行い、町内の清掃活動にも参加。月

に1度のお茶会には近所のおじいちゃん、おばあちゃんがたくさん参加

し、三世代が自然に交流しています。登録児童数59人。お世話するス

タッフ27人。大家族のようなクラブです。

　仕事と子育て両立支援を積極的に取り組んでいます。07年にはグ

ループ本社の社長を長とし、さらに働きやすい職場をつくるための推

進室が設けられ、重要な経営課題の一つに位置付けています。互いに

カバーして、各人の能力を発揮しやすくするために、課単位の意識改革

にも取り組み、法令を上回るまでに支援制度が充実。「元気とやま！仕事

と子育て両立支援企業表彰」（21年度）を受けました。

子育て支援  寺子クラブ
活動日時●木曜日14：30～17：30、土曜日9：00～12：30
　　　   　（夏・冬・春休み中は、月～土曜日8：30～12：30）
活動拠点●真教寺（南砺市本町）
申込要項●事前登録必要（年間登録料（保険料含）800円、活動費として100円×参加日数分）

本紙へのご意見やご感想、子育てに関するエピソードなど皆さんからの
お便りを募集しています。表紙をはじめとした紙面に登場してくださる元
気な親子も募集中。お名前、住所、電話番号を明記し、写真を同封の上、
ご応募ください。ご協力していただいたご家族には記念品を贈呈します。

〒930-8501 富山県教育委員会生涯学習・文化財室
かわら版「ほっとタイムス」係（住所記載は不要です）

☎ 076-444-3435　FAX 076-444-4434
E-mail  johobank@esp.pref.toyama.lg.jp

　約1万冊の絵本が楽しめ

るほか、ワークショップに

参加して絵本づくりを体験

することも可。絵本館職

員による読み聞かせの出

前講座も実施しています。

射水市大島絵本館

住　所●射水市鳥取50　開館時間●10：00～18：00
入館料●大人500円、中高生300円、小学生100円
休館日●月曜日（祝日の場合はその翌日）、月1回資料整理日、年末年始
TEL●0766-52-6780　URL●http://www.ehonkan.or.jp/

　家族みんなで、ログハウ

スまたはコテージに泊っ

て、晩秋の里山を楽しむこ

とができます。野生動物に

出合えるかも。釣やパーク

ゴルフもできます。

割山森林公園天湖森

住　所●富山市割山9-1（旧細入村）　受付時間●8：30～17：30
使用料●ご利用になる施設、人数により異なります。ホームページでご確認を。
休業日●年末年始（ただし冬期については要問合せ）
TEL●076-485-2777　URL●http://www.tenkomori.info/

　絵本や物語の世界に浸る体験は幼児の心を育てます。それは、想
像上の世界に思いを巡らし、登場人物の喜びや悲しみ、悔しさなどの
様々な気持ちに触れ、他人の痛みや思いを知る機会となるからです。
　おもしろい実験結果があります。
　読み聞かせをされると、脳はどのように動くのか…。脳科学者の泰羅
雅登先生（日本大学大学院教授）の研究によると、読み聞かせをされ
た子どもの脳は、感情や情動にかかわる部分（大脳辺縁系）のほうが、
思考や創造、意志などを司る部分（前頭連合野）よりも活発に動き始
めました。先生は脳のこの部分を「心の脳」と名づけました。
　読み聞かせは、お父さんやお母さんとの信頼関係を深め、感情を
耕しているのではないでしょうか。

　自営業のため、わりと時間のやりくりがきき

ますが、客先の都合もあって遅くまで仕事をし

ていることも。そういう時は祖父母の力も借り

て、子どもの相手をしてもらっています。愛理と

玲奈は絵本が大好き。僕も時々読んであげま

す。聖也はやはり乗り物やスポーツ関係の本

が好きです。でも最近、野球に目覚めて、キャッ

チボールの方に関心があるようですが…。

　子どもたちも私も、仕掛けのある絵本が好

きで、一緒に楽しんでいます。わが家は、夫の

妹弟も含めて9人家族。大人が6人いますから、

時々、夕食後に誰かしら絵本を読んで子ども

に聞かせています。3人の子どもたちは、すご

く恵まれた環境なのだと思います。いろいろな

本との出合いで、子どもたちの心が豊かに成

長してくれると、うれしいですね。

読み聞かせをされたことで活動した脳（大脳辺縁系）の一部（赤い線で囲った部分）。

家族みんなで家族みんなで家族みんなで 読む楽しさを読む楽しさを読む楽しさを

【資料協力】日本大学大学院・泰羅雅登教授
くもん出版『読み聞かせは心の脳に届く』泰羅雅登著

父・大森 淳司さん 母・大森 静代さん

代表者・齊藤優華さんと
次女の望瑚ちゃん（3歳）

左/門脇真理子さん。右/娘さんの空さん。
社員とその家族が協力して岩瀬浜の清掃を行った時の1枚。

モデル家族／大森さんご家族（氷見市）祖父・征和さん、祖母・由紀子さん、長男・聖也くん（小2）、長女・愛理さん（5歳）、次女・玲奈さん（2歳）モデル家族／大森さんご家族（氷見市）祖父・征和さん、祖母・由紀子さん、長男・聖也くん（小2）、長女・愛理さん（5歳）、次女・玲奈さん（2歳）モデル家族／大森さんご家族（氷見市）祖父・征和さん、祖母・由紀子さん、長男・聖也くん（小2）、長女・愛理さん（5歳）、次女・玲奈さん（2歳）

とやまとやまのふれあいスポットふれあいスポットとやまとやまのふれあいスポットふれあいスポットとやまのふれあいスポットパパ、ママ

いっしょに行こ
う

企業も子育てサポート

「より働きやすい職場を…」
従業員全員で取り組んでいます

　4月23日は「子ども読書の日」。この記念日にちなんで、文

部科学省では、子どもの読書活動についての関心と理解を

深めるとともに、子どもが積極的に読書活動を行う意欲を高

める活動について、優れた実践を行っている学校、図書館お

よび団体を表彰しています。

　平成21年度は、本県からは下記に紹介する3校、1図書館、

1団体が、文部科学大臣賞を受賞しました。

氷見市立朝日丘小学校
富山市立福沢小学校
富山県立滑川高等学校

舟 橋 村 立 図 書 館

読書読書の輪・WA・和輪・WA・和読書の輪・WA・和
もっと大きく

　ショコラは1992（平成4）年にでき

ました。子どもたちと一緒に大型の

絵本をつくったり、幼稚園や保育園、

小学校、そして図書館や児童館など

で、絵本や紙芝居の読み聞かせを行ったりしています。1年間

の開催数はおよそ100回。娘の空（そら）も絵本が大好きで、小

学生の時から一緒に読み聞かせの会場に行き、また弟に読ん

で聞かせていました。今では手伝ってくれるようになり、聞か

せてもらう楽しさに加えて、読む喜びも感じているようです。喜

びの輪が広がると、和（なごみ）も広がるからいいですね。

アステラス富山株式会社
（富山市）

「聞く楽しさ、読む喜びの輪
  をもっと広げたい」
ショコラ代表　門脇真理子さん

子育て相談窓口

お子さんからの悩みや疑問に電話や電子メールでお答えします。

富山県総合教育センターでは、いじめや学校生活、友達
関係について悩んでおられる方の相談に応じています。

☎076-443-0001（FAX共用）
●月曜～金曜  17：00～21：00
※上記時間以外も留守番電話・FAX・電子メールでお受けします。

E-mail kodomohl@tam.ne.jp

子どもほっとライン

残業や出張で保育園に迎えにいけない時、保育サポー
ターがお手伝いします（有料）。事前にご相談ください。

財団法人21世紀職業財団富山事務所

☎076-444-1526

保育サポート

① いじめの相談（24時間可）

☎076-444-6320（FAX共用）
いじめ相談全国統一ダイヤルからもつながります。

☎0570-0-78310（24時間可）
② 友達関係・学校生活の悩み

☎076-444-6167
●月・金曜日　13：00～17：00
●火・水・木曜日　9：00～12：00/13：00～17：00

①②共通のメールアドレス
E-mail future@tym.ed.jp

いじめ・学校生活の悩み相談

特別な支援が必要なお子さんの相談

子どもの病気や親の出張・残業などの緊急時の
預かりをします（有料）。会員登録などあります
ので、事前にご相談ください。

日本保育協会富山県支部　本部（中加積保育園）

☎076-476-6252

とやま緊急サポートネットワーク

子ども相談窓口

緊急保育サポート

夜間におけるお子さんの急な病気やケガなど
の際に、電話で相談ができるサービスです。

☎＃8000（短縮ダイヤル）または、
☎076-444-1099携帯電話からもつながります。
※県が委託した民間の電話医療相談サービス事業者に転送されます。

●19：00～翌朝9：00（毎日）　●無料
※この電話相談は、助言を行うものであり、診療を行うものではありません。

富山県医務課　☎076-444-3219

富山県小児救急電話相談
夜間救急相談窓口

いつでも　どこでも　気軽に
携帯電話からのアクセスはこちらから

子育てメール相談受付中

モバイル版「子育てネッ！とやま」

至高岡

庄
川

至新湊至新湊

至富山

子育
てサークルの子育
てサークルの子育
てサークルの

WA！！WA！！WA！！WA！！WA！！

紙面に参加しませんか？
お便り＆読者モデル
大募集中！！

宛先は
こちら

41

至富山

入口
案内
看板

Ｊ
Ｒ
高
山
本
線

至高山

富山県からの
お知らせ

お話をうかがった方／総務部人事課長　大橋俊夫さん

脳科学からみた読み聞かせ脳科学からみた読み聞かせ脳科学からみた読み聞かせ

読書活動優秀実践校 読書活動優秀実践図書館

Chocolat☆ショコラ（滑川市）
読書活動優秀実践団体

8

越中大門

イータウン

楡原中学校
472

絵本館

至小杉I.C

天湖森

子育て支援・教育ミーティングを順次開催
（第１回　富山市大沢野11月7日（土）14時～）

本本
身近な市町村で専門のスタッフが対応する地区相談会
を実施しています。お子さんの子育てや就学等でご心配
や気になることがありましたら、下記までご連絡ください。

●最寄りの市町村教育委員会学校教育担当課

●東部教育事務所　☎076-444-4569
●西部教育事務所　☎0766-26-8461

ペンギン親子ペンギン親子の

名前決定！！名前決定！！
ペンギン親子ペンギン親子の

名前決定！！名前決定！！
ペンギン親子の

名前決定！！

た い ら

ま さ と

ペンギン親子の名前募集にたくさんのご応募ありがとうございました。

干場かりんさん（富山市）の案に決定しました。おめでとうございます。
母 ペンママ 子 ほっとちゃん父 ペンパパ

秋冬号
平成21年11月

と や ま家 庭 教 育 か わ ら 版
パパもママも子どもも、すくすく・のびのび

ペンギン原画 Ⓒやなせたかし


