サー

ひとりで悩まず、お気軽に

幼稚園＆
保育所

支援
ビス

子育てに悩みはつきもの。

インフォメーション

子育て相談

幼稚園や保育所・認定こども園では、

サー

地域の乳幼児を持つ保護者の皆様向けに、

支援
ビス

いろいろな子育て支援サービスを

できます。

提供しています。

遊ばせることが

お子さんを安心して遊ばせたり、

保育園や幼稚園の園庭で
お子さんを自由に

子育てのアドバイスをもらったり、

園庭開放

近所の保護者との交流もできますよ。

サー

ぜひご利用ください。

支援
ビス

教室・イベント

ベビーマッサージや工作など

ご相談ください。

の教室や、お誕生会などの
イベントを行っています。

お近くの施設での開催日・内容などは
県の子育て支援HP
「ながさき子育て応援ネット」
で！
ながさき子育て応援ネット
http://www.nagasaki-kosodate.jp/

子育て応援の店の案内や、県内で実施されている子育て関連のイベント情報など、
子育て支援に関する様々な情報を配信しています！
子育てに関する豊富な情報を掲載！
！

ながさき子育て応援ネット
イベントや子育て応援の店情報、相談窓口など子育てに関する
様々な情報を調べることができます。

アプリだけの便利機能あり！
！

ながさき子育て応援アプリ
子育て日記や予防接種の記録など、アプリだけの便利機能付き。
気になる情報もスマホから手軽に検索できます。

子どもの
成長をメモできる
育児日記
機能付

子育て
サークルの
情報なども
満載
予防接種の
予定や記録など
便利な
メモ機能付

県・市町からの
情報を
豊富に掲載
相談窓口など
各種情報を
多数掲載！
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ながさき

子育て応援の店

パスポートを 知っていますか？
子育て家庭を応援するお店で提示すると、
お得なサービスが受けられるパスポートです。

「ながさき子育て応援の店」
にてパスポートを提示していただくことで、
各店舗が提供している子育てサービスを受けることができます。

（応援店の情報やサービス内容については、
「ながさき子育て応援ネット」
で簡単に検索できます。）

店舗によって様々な
サービスを受けられます

就学前のお子様がいる
子育て家庭が対象です

パスポートは
デジタルでとっても便利！

お得な割引サービスだけでなく、施設利用
のサービスなどにもご利用いただけます。

パスポートは以下の条件を満たすご家
お得な割引サービスだけでなく、
施設
庭でご利用になれます。
利用のサービスなどご利用できます。

デジタルだからお家に忘れる事もなく、
スマホや携帯電話をサッと取り出すだ
けなのでとても便利。下記サイトにアク
セスし、パスポートの交付をお申込みく
ださい。

お子様連れに優しい設備利用

① 長崎県内にお住まいのご家庭
＋
② 就学前のお子様がいるご家庭

【すまいるサービス】

（例）ミルクのお湯 提 供・授 乳 室
完備・ベビーカー利用可など
便利な設備利用サービス

※ ①②に加えて、18歳未満のお子様が３人
以上いるご家庭では、多子世帯として、専用
のサービスを受けることが
できます。

料金割引サービス

【とくとくサービス】

ながさき子育て応援ネット

（例）料金5％OFF・ワンドリンク
サービス・ポイント2倍など
お得なサービス

多子世帯へのサービス

http://www.nagasaki-kosodate.jp

（例）プレゼント提供・割引3％上乗せなど

お店でどうやって使うの？
目印のマークがある店舗でパスポート画面を
店頭で提示してください。

お店によってサービス内容等が異なりますので、ご利用前に
「ながさき子育て応援ネット」
で店舗情報をご確認ください。
サービス
提示

スマホや携帯電話を持ってないと使えないの？
スマホや携帯電話をお持ちでない方でも、
カードタイプのパスポートで、サービスを
ご利用いただけます。

申請用紙に必要事項をご記入いただき、
郵送かＦＡＸでお申込ください。後日、カード
タイプのパスポートをお送りいたします。
【申込先】〒850-0031 長崎市桜町４-1

長崎商工会館ビル9階
長崎県青少年育成県民会議
（ながさき子育て応援の店・パスポート事務局）

FAX.095-824-7510

「ながさき子育て応援ネット」
からダウンロードできます。パソコンをお持ち
※ 申請様式は
でない方には、申請様式を郵送でお送りしますので、長崎県青少年育成県民会議
にお問い合わせください。TEL.095-824-7510

県内

有効期限はあるの？
パスポートの有効期限は
パスポートに記載されています。
※有効期限を過ぎたパスポートは利用できません。期限経過後
も交付条件に該当する方は、改めてお申込みいただく必要
があります。

【お問合せ】

長崎県外のお店でも使えるの？
県外でも、全国共通マークが掲出されている
店舗でご利用いただけます。

対象世帯、
サービス内容、
店頭に
※ 都道府県によって、
おける確認方法等が異なりますので、該当する都道
府県のホームページ等で事前に確認してください。

長崎県青少年育成県民会議（ながさき子育て応援の店・パスポート事務局） TEL.095 - 824 - 7510 FAX.095 - 824 - 7510
長崎県こども政策局こども未来課 少子化対策班

〒850-0031 長崎市桜町４-1

長崎商工会館ビル9階

TEL.095 - 895 - 2683 FAX.095 - 895 - 2554

〒850-8570 長崎市江戸町2-13
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子どもにとっての
を
考えてみませんか？
今を生きる子どもたちは、幸せに暮らしているでしょうか？
毎朝、ちゃんと食事を摂り、健やかに成長しているでしょうか？
そしておとなたちは、
「子どもの権利」
を守っているでしょうか？
18歳未満のすべての子どもたちには
大切な「権利」があります。
生きる権利。
守られる権利。
育つ権利。
そして、参加する権利。
これは、日本を含む世界196ヶ国が批准している
「子どもの権利条約」でうたわれています。
十分な栄養をとり健康に育つこと。
あらゆる差別や虐待から守られ、必要な教育を受け、
自分の意見を自由に表現すること。
そのすべてを子ども一人ひとりが持っています。
おとなは、その大切な子どもの権利を支え
を守る義務があります。
「子どもの最善の利益」
親と子ども、そして社会の中で
身近に起こっているできごと。
その事例を見ながら、
「子どもの最善の利益」について考えていきます。

アドバイスをくださるのは〝子どもの権利条約ながさきネット″
世話人の中村 結花さんと居村 弘子さん。
子どものいのちと権利を守り、子どもの最善の利益を保障するために、国際条約である｢子どもの権利条約｣を
いかし、権利の主体者である子ども自身に届けたいという思いから当団体を2015年5月に設立。
子どもの権利をともに学び合う定例会や講演会などを定期的に開催している。

子どもの権利条約ながさきネット

（事務局 NPO法人長崎県子ども劇場連絡会 中村結花）

〒850-0057長崎市大黒町4-26-302 TEL095-825-0533 FAX095-825-6151
https://www.facebook.com/子どもの権利条約ながさきネット-1628869274064250/
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居村さん

中村さん

2

のに …

まだ先だった

うぅ …
降りる駅、

4

ね。お母 さんの安 心 が、子どもにとっての安 心
にもなります。ちょっと一言声をかけてあげられ
るといいですね。

お願いだから
泣き止んで〜

2

❷ オトナノツゴウ？

何か
更新されて
ないかなー

4

一個
買い忘れ
してた〜

次の日、保育所で …

1

しょう。

りのために、まわりのおとなたちで気を配りま

の健康は守れません。子どもの健康な身体づく

きません。おとな本位の生活では、時に子ども

子どもは置かれた環境の中でしか育つことはで

ほらほら
食べたい物
選んで〜

3

❶ 電 車の中で

よし
よーし。

ほ〜ら、
いい子
だからねー

うるさいなぁ …

早く
何とか
しろよ

1

お 母 さんの気 持 ちに立つといた た まれません

降りて
くれない
かな …

3

！
！

赤ちゃんにとって泣くことはコミュニケーション、意思を表す大切な権利です。
（第12条 意見表明の権利、第13条 表現の自由）

子ども連れをあたたかく見守れる社会は、誰にでもやさしい社会ではないでしょうか。
困っている親に声をかける、一緒に赤ちゃんをあやすなど、ちょっと勇気を出して行動しませんか？

子どもには健康に育つ権利があります。

（第6条 生命・発達の権利）

テレビやスマホなどの長時間接触、夜ふかし、受動喫煙などは子どもの育ちに悪影響を与えます。
子どもが健康的に育つよう環境を整えるのもおとなの役目です。
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❸ あそびたいけど …

えば
そうい だ
間
塾の時

あ、
僕
も
習い事
が

4

2

びます。勉強ばかりに偏重することなく、子ど

とに基づいてあそぶ中で本当に多くのことを学

なっちゃった。

一人に

！
！

つまんない …

す。
「聞いてもらえる」
ということは、「自分のこ

これ は 子 ど もに とって 、とて も 大 事 な 権 利 で

とを大 事に思ってもらえている」という 実 感に
方を向いて聞きましょう。

つながります。ちょっとだけ手を止め、子どもの

やったよ。
あ、お父さん
あのね。

子どもには話を聞いてもらう権 利があります。

（第12条 意見表明の権利）

忙しい毎日ですが、できるだけ手を止めて子どもの話を聞き、その気持ちに寄り添いましょう。
相談など打ち明けてくれた時は、
「よく話してくれたね、ありがとう」
「○○と感じたんだね」
「どうしたらいいか一緒に考えよう」
などと伝えて下さい。

❹ ねぇ、聞いて

宿題ちゃんと
やったかー

?

!

?

あー、
ビール最高 で、
どうしたって

2

あのね
お母さん

ごめんねー
今忙しいから
あとでね

4

先生
忙しそうだな …

1

ちょっと
お話聞いて欲しい
だけなのに …

3

うるさ
いぞ!
静かに
しろ
1

あそびは子どもの主食です。自らのやりたいこ

3

もの自由なあそびの時間を保障しましょう。
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!

!

｢あそび｣は大切な子どもの権利です。
（第31条 休息･余暇の権利）

子どもはあそぶことで、身体をつくり、運動能力を高めるだけでなく、相手を思いやる気持ちや、創造力、折り合いをつける力などを育てていきます。
楽しくたっぷりあそぶことで情緒も安定します。

