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子育てって、大変。 分からなかったり、戸惑うこともある。
でも、子どもが大好き！

子育てって、大変。 分からなかったり、戸惑うこともある。
でも、子どもが大好き！

気軽に聞ける場所があります。詳しくは次のページへ！

FAX

子育ては初めて。生まれたらどんな手続きをすればいいの？夫の親と上手に付き合っていけるか心
配。保育園は生後何か月から預けられるの？１人っ子の 予定なので早めにお友達との
かかわりを作ってあげたい。生まれ てくるま でにどんな準備が必要？母
乳をきちんと飲めているか分から ない。 一時預かりを利用してみた
いけれど、理由がないとダメな の？  情報提供シートがもらえる
と聞いてきた。幼稚園の選び方が 分から ない。おばあちゃんも一緒
に行ける遊び場やイベントはどん なものがある？地図を見
ながら近所の遊べる場所を案内し て欲しい。ネットで調べ
るのは疲れてしまうので、資料 をもらえたり、話ができる場
所が知りたい。集団遊びに参加 させてみたい。ひとり親
になりそう。手当や受けられる支 援について知りたい。車
で移動ができるので、市内だけで なく近くの市の遊び場に
ついても知りたい。ファミサポの 使 い 方 に つ い て 知りた
い。児童館にはいつから遊びに行っ ていいの？ママ友が欲し
い。同じくらいの月齢の子どもが多 い遊び場はどんな場所があ
る？ベビーマッサージの情報が欲 しい。産後のからだのケアが
できる場所が知りたい。子どもも連 れて行ける？育児ノイローゼで
子どもと少しでも離れる時間が欲し い。預け先の種類がたくさんある
ので選び方が分からない。夫が子育 てにあまり参加してくれない。育休
中で来年から復職したいのだけど申 請までに動いておくことはある？離
乳食はいつ・どんなものから始めた らいいの？小学生の子どもがお友
だちとトラブルになってしまった。 どこか相談できる場所ってある？子
どもの身長・体重を測りたい。気 軽に測りに行ける場所はある？子ど
もが運動できる場所は？たまに は１人の時間が欲しい。働くなら保育
園しか選択肢はないの？幼稚園 と保育園の違いを教えて！引っ越して
きたばかりなので近所の遊び 場所の情報が欲しい。普段子どもと２
人きりなのでちょっとしたことを 誰かと話したい。プレ幼稚園ってな
に？子ども同士で遊びに行ける 近所の公園を知りたい。卒乳について
の情報が欲しい。預かり保育を 長期休みや土曜日もやっている幼稚園
はある？週末に子どもを連れて 遊びに行ける場所が知りたい。実はも
っと子どもと一緒の時間を楽し みたい。周りの友達には話しにくいこ
とだけど他のママで同じよう な人はいる？保育所に見学に行くにはど
うしたらいい？通える範囲の
保育園を知りたい。実母や義母と
育児方針が合わなくて悩んでいる。子
どもの言葉が遅いような気がする。幼稚
園の補助金について知りたい。子連れ向
けのイベント情報が欲しい。

子育て情報コーナー「みっけ」と子育て情
報スポット「プチみっけ」に寄せられる相
談の一例です。 こんなこと相談してい
いの？と思わず、気軽に声をかけてくだ
さいね。

　　取材前にテーマや聞きたい
　　ことを事前にまとめている
　　んですね～！
これなら初めて会う人にも、ス
ムーズにインタビューできそう
ですね！

①まずはあいさつをして、取材先の基本事項についてインタビューをします。

そうか子育て応援・情報サイト「ぼっくるん」の魅力の１つ、『ぼっくるん隊』！
色々な場所を取材していて、なんだか楽しそう・・・。
実際にどんな活動をしているか気になったので、仮入隊しました！

ぼっくるん隊に　　入隊しました！

子育て応援隊をチェック！
たとえば・・・

「子どもの写真を使ってスクラップブッキングに挑戦してみたい！」
「ベビーマッサージをやってみたい！」 などなど、
何かをはじめてみたいと感じたパパ・ママを応援する団体・サーク
ル・お店などを紹介しているページです。
グループ名・主な活動内容を一覧で見ることができますよ。
ぜひ、気になる活動やサービスがあったら参加してみてくださいね。

自分の活動に興味を
持ってもらいたい！
PRしたい！
ぼっくるんのイベントスケジュー
ルに掲載してほしい！

そんな方の入隊をお待ちしていま
す！詳しくは、子育て応援隊のペー
ジへ！

ぼっくるん隊の取材はいつも、
和気あいあいとした雰囲気の中
で行われています！
参加した私も楽し
かったです。

②話していくうちに打ち解けた雰囲気になってきました♪ちびっこ隊員（隊員の子ども）も一緒に取材します！

　　チームで取材に行くので、
　　１人で全部やらなきゃいけ
　　ないなんてことはありません。
自分の得意分野を活かして活動
できるのが魅力ですね！

③メモを取りながらインタビューをする人、写真を撮って記録を残す人・・・

仮

⇐ぼっくるん
　隊のページ
　はこちら！

ぼっくるん隊に参加しませんか？
　取材や記事作成の他に、月に１回、草加市子育て支援センターで会議をしています。
小さなお子さまがいる方、大歓迎です！会議中は託児を利用できるほか、取材にはちびっこ隊員(隊員の
子ども)も一緒に参加することもできます。
(仮入隊した２つの取材先には、どちらもちびっこ隊員が参加していました。)
　また、取材に来てぼっくるんのページで紹介して欲しい！という依頼も大・大・大歓迎！
　ぼっくるん隊についてのお問い合わせは子育て支援センター（☎941-6791）へ！

ぼっくるん隊への取材の依頼については、こちらからアクセスしてください！

⇐そうか子育て応援・情報サイト
「ぼっくるん」キャラクター

⇐

子育て応援隊の
　ページはこちら！
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遊び場・保育園・幼稚園・一時預かりなど、家庭のお悩みに合わせて、情報や場所を案内します。
ママ・パパの子育てを応援する子育て支援コーディネーターはここにいます。

そうか子育て応援・情報サイト
検  索

遊び場の情報などをご案内！
乳幼児相談
出張みっけ
月に１回草加市保健セン
ターで行われている乳幼児
相談にも出張しています。

草加市保健センター〈中央1-5-22〉
乳幼児相談は要予約です。
（詳しくは健康カレンダーや広報そうか・市のHPをご覧ください）

児童館・児童センターで遊びながら相談！

すこやか相談会
●住吉児童館　　　　月 1回
〈住吉2-2-8〉
●新栄児童センター　月 2回
〈新栄4-813-32〉
●氷川児童センター　月 1回
〈氷川町934-5〉
●谷塚児童センター　月 2回
〈谷塚町752〉

実施日の10：00 ～ 12：00

子育てなんでもダイヤル
外出が難しいときなどでも、電
話でご案内しています。

☎048-944-0621

平日8：30 ～ 17：00

市内・県内の
相談先を調べる

こちらのコードから、
「ぼっくるん」の相談場
所検索ページにアクセ
スすることができます。

子育て情報スポット

プチみっけ
市役所第二庁舎の子育て支
援課や保育課と同じフロア
で子育て情報をご案内して
います。
お手続きなどのついでに、
是非お立ち寄りください！

市役所第二庁舎２階〈中央1-1-8〉
平日9：00 ～ 17：00

子育て情報コーナー　みっけ
みっけの横にあるつどいの広場「ろけっと」でお話を
聞くこともできるので、気軽に声をかけてくださいね。

子育て支援センター２階〈松原1-3-1〉
平日8：30 ～ 17：00

　草加市民向けの子育て情報が
ギュッとつまったサイトです。
　草加市のHPから、または『草加
ぼっくるん』で検索してくださ
い！

⇐

「ぼっくるん」の
TOPページへ
アクセスできます。

日々のイベント情報や、各施設のお便り
などを見ることができます。

遊びに行こう！
「イベントスケジュール」

⇐アクセスは
　こちら！

子どもの様子をみて「おかしいな？」と
感じたときは、このページを確認してみ
てください。
もしものときにすぐに確認できるように、
スマートフォンなどにブックマークして
いる人が多いようですよ。

サイト内アクセス No.1！
「受診するべきか迷ったら」

わかりやすい図や
連絡先・リンクなど
が１つのページにま
とまっています。

⇐

アクセスは
　こちら！

相談したいことがあっても、「相談場所に
行く時間がない」「相談時間が合わない」
「直接話すのは苦手」などの理由でなかな
か相談できない、なんてことはありませ
んか？
そんな方は、インターネット
相談があります！
トップページ上部の「悩んだ
ら」からもアクセスできます。

こんな相談方法も！
「インターネット相談」

⇐

アクセスは
　こちら！

　　　　で囲んだ
「ぼっくるん隊」と「子育て応援隊」を、
次のページで特集しました！

小さい子どもがいる世帯に加え、中学生以上の子どものパパ・
ママ向け／プレママ・プレパパ向け／じぃじ・ばぁば向けなど、
子育てに関わるさまざまな人に向けての子育てのヒントをご案
内しています。
子どもの状況や成長に合わせた情報にアクセス
することができますよ。

悩んだら読んでみよう！
「子育てコンパス」

草加市はお祭りが
いっぱい！
お祭りの内容も
載っているので、
行ってみたくなっちゃいますね♪

⇐たとえば…
　「行ってみよう！
　草加のお祭り」の
　ページはこちら！

詳しくは各施設のお便り・ＨＰ・「ぼっくるん」へ！

聞きにきませんか？
子育てに役立つ情報、知らなかったらもったいない！ インターネットで検索したい人におすすめ！

おすすめページの
ご紹介
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子育て応援隊をチェック！
たとえば・・・

「子どもの写真を使ってスクラップブッキングに挑戦してみたい！」
「ベビーマッサージをやってみたい！」 などなど、
何かをはじめてみたいと感じたパパ・ママを応援する団体・サーク
ル・お店などを紹介しているページです。
グループ名・主な活動内容を一覧で見ることができますよ。
ぜひ、気になる活動やサービスがあったら参加してみてくださいね。

自分の活動に興味を
持ってもらいたい！
PRしたい！
ぼっくるんのイベントスケジュー
ルに掲載してほしい！

そんな方の入隊をお待ちしていま
す！詳しくは、子育て応援隊のペー
ジへ！

ぼっくるん隊の取材はいつも、
和気あいあいとした雰囲気の中
で行われています！
参加した私も楽し
かったです。

②話していくうちに打ち解けた雰囲気になってきました♪ちびっこ隊員（隊員の子ども）も一緒に取材します！

　　チームで取材に行くので、
　　１人で全部やらなきゃいけ
　　ないなんてことはありません。
自分の得意分野を活かして活動
できるのが魅力ですね！

③メモを取りながらインタビューをする人、写真を撮って記録を残す人・・・

仮

⇐ぼっくるん
　隊のページ
　はこちら！

ぼっくるん隊に参加しませんか？
　取材や記事作成の他に、月に１回、草加市子育て支援センターで会議をしています。
小さなお子さまがいる方、大歓迎です！会議中は託児を利用できるほか、取材にはちびっこ隊員(隊員の
子ども)も一緒に参加することもできます。
(仮入隊した２つの取材先には、どちらもちびっこ隊員が参加していました。)
　また、取材に来てぼっくるんのページで紹介して欲しい！という依頼も大・大・大歓迎！
　ぼっくるん隊についてのお問い合わせは子育て支援センター（☎941-6791）へ！

ぼっくるん隊への取材の依頼については、こちらからアクセスしてください！

⇐そうか子育て応援・情報サイト
「ぼっくるん」キャラクター

⇐

子育て応援隊の
　ページはこちら！
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