
子育て応援ポイント交換商品一覧

せとおばさんのトマトペースト 1 個
❺ポイント 10ポイント 15ポイント 20ポイント

６１０キッチンキッズプレート
木のおもちゃ
絵本
おむつＭ・Ｌパンツタイプ

1 人分 2人分 3人分

◎

2個

北栄町えほん

次ページのカタログからお選びいただけます
※在庫切れなどにより、ご希望にそえない場合があります。

開催中!!

子育て世代包括支援センター

☎37-3224

ポイント配布期間：平成29年6月1日～平成30年2月28日
応募締め切り：平成30年2月28日

母子健康手帳の交付 ➡ ポイントラリー スタート！

《 10ポイント 》

《 15ポイント 》

《 20ポイント 》

じゃあじゃあ びりびり まつい のりこ 偕成社
いない いない ばあ 瀬川 康男 

童心社
おふろで ちゃぷちゃぷ いわさき ちひろ 
じのないえほん ディック・ブルーナ 福音館書店
おかあさん どーこ？ わかやま しずこ 童心社
おやすみ やまわき ゆりこ グランまま社
ぴょーん まつおか たつひで ポプラ社
いぬがいっぱい グレース・スカール 福音館書店
くっついた 三浦 太郎 こぐま社
おつきさま こんばんは 

林 明子
 

おててがでたよ  
がたん ごとん がたん ごとん 安西 水丸 

福音館書店
きゅっ きゅっ きゅっ 

林 明子
 

くつくつあるけ  
ここよ　ここよ やぶうち まさゆき 
しろくまちゃんのほっとけーき わかやま けん こぐま社
どうぶつのおやこ やぶうち まさゆき 福音館書店
なーんだ なんだ カズコ Ｇ・ストーン 童心社
ねこがいっぱい グレース・スカール 

福音館書店
もうおきるかな？（０・１・２えほん） まつの まさこ 
だるまさんが かがくい ひろし ブロンズ新社
くろねこかあさん 東 君平 
くだもの 平山 和子 

福音館書店
ころころころ 元永 定正 
たまごのあかちゃん 神沢 利子 

おはようぱんじい 平山 和子 福音館書店
りんご 鎌田 暢子 童心社
ちいさなうさこちゃん ディック・ブルーナ 
ねないこだれだ せな けいこ 
いちご 平山 和子 
おおきなかぶ トルストイ　再話 
おでかけのまえに 林 明子 
がちゃがちゃ　どんどん 元永 定正 
かばくん 中谷 千代子 
きょだいな きょだいな 降矢 なな 福音館書店
きんぎょがにげた 五味 太郎 
こんにちは おおとも やすお 
ずかん・じどうしゃ 山本 忠敬 
ぞうくんのさんぽ なかの ひろたか 
ちいさなねこ 石井 桃子 
どうすればいいのかな おおとも やすお 
どうぶつのこどもたち 薮内 正幸 

ぐりとぐらの 1.2.3 なかがわ りえこ 
福音館書店

カニツンツン 金関 寿夫 

うしろにいるのだぁれ ふくだおしお+あきこ 幻冬舎

やさいのおなか きうち かつ 
てぶくろ エウゲーニ・M・ラチョフ 
もりのなか マリー・ホール・エッツ 

福音館書店
はなをくんくん マーク・シーモント 
いたずら　こねこ レミイ・シャーリップ 
おやすみなさいのほん Ｍ．Ｗ．ブラウン 
もこ もこもこ 元永 定正 文研出版
どうぞのイス 香山 美子 ひさかたチャイルド
おばけのてんぷら せな けいこ ポプラ社
せんろはつづく 竹下 文子 金の星社
コンとあき 林 明子 福音館書店
パンダ銭湯 ツペラツペラ 絵本館
きょうはマラカスの日 樋勝 朋巳 福音館書店
うごく絵本（ギャロップ） ルー・ファス・バトラー・セダー 大日本絵画

こどもへのまなざし 佐々木 正美 福音館書店
こどもが育つ魔法の言葉 ドロシー・ロー・ノルト PHP研究所

子育て応援ポイントラリーカレンダー
母子手帳交付

パパママ教室

離乳食講習会

1歳児すくすく教室

2歳児きらきら教室

2.6歳児にこにこ教室

子育て学習講座

由良…日程未定

16日 栄
17日
北条みどり

支援センター子育て講座

マタニティ・ファ―ストブック

ヒューマン・コミュニケーション講座

インターネットに関する研修（ほくほくプラザ）

親子で楽しむ

申　込　制

基本参加自由

対象者あり子
育
て
に
つ
い
て
学
ぶ

出前講座「孫育てのススメ」

出前講座「子育て親育ちプログラム」

おはなし会（北栄町図書館）

絵本読み聞かせ会（ほくほくプラザ）

【H29】 【H30】

26日

19日

14日

24日

29日

22日

16日

6日

26日

23日19日 6日/15日

12日

24日

27日

23日

10月 11月 12月 1月 2月 3月

※

３
月
の
対
象
事
業
は
、
次
年
度
の
対
象
と
し
ま
す

【毎週日曜日】

【毎月第2日曜日】

対象：町内の妊婦及び３歳まで（平成29年4月1日時点）のお子さんの保護者

書名 作者 出版社 書名 作者 出版社

書名 作者 出版社

書名 作者 出版社

赤
ち
ゃ
ん
と
楽
し
め
る
絵
本

２
〜
３
歳
か
ら
楽
し
め
る
絵
本

２
〜
３
歳
か
ら
楽
し
め
る
絵
本

３
歳
か
ら
楽
し
め
る
絵
本

３歳から楽しめる絵本

赤ちゃんと楽しめる絵本赤ちゃんと楽しめる絵本

大人向け大人向け

参加方法 引換方法

〈耳より情報〉H29.9 以降の母子手帳とパパママ教室のポイントは来年度に持越し可能です。

①ポイント台紙をゲット（台紙は１家庭に１枚ずつ）
②対象事業に参加してポイントをゲット
　（１事業について１人１ポイント、パパママ教室に夫婦での参加は２ポイント）
③ポイントが貯まったら応募し、欲しい育児グッズと交換しよう
　シールの再発行はできませんので、ご注意ください。

①支援センター、役場窓口の応募箱
へハガキを投函

②３月に役場から引換券郵送
③引換券をネウボラ窓口へ持参し、
応募した商品と引き換えてください。

ポイントラリー 子育て応援グッズ



象 品対 商

ミニローラーコースター
パステルトリプル1

ゆらゆらボート
海がモチーフのビーズコースター。

ピースをめくると空港のイラストが現れます。

色あざやかなビーズをワイヤーに
そって動かして遊びます。

2

Go!Go!Airplane3

ピースをめくると駅前のイラストが現れます。
Go!Go!Train4

ピースをめくると街で活躍する
消防車などのイラストが現れます。

Go!Go!Fire truck5
めくって楽しい、はめて楽しい、
わんわん親子のパズル。

のぞいてみよう！
わんわん親子6

ブロックを上手に積めるかな
とりさんのバランスゲームです。

Balance Bird
バランスバード7

めくって楽しい、はめて楽しい、
かたつむりくんのパズル。

のぞいてみよう！
あめのひのかたつむりくん8

めくって楽しい、はめて楽しい、
ぞうさん親子のパズル。

のぞいてみよう！
どうぶつ親子9

魚釣りとパズルがひとつになった、
ひとつで何度でも楽しめるフィッ
シングパズルです。

磁石あそび
フィッシングパズル19

赤ちゃんの好きな音のしかけと
布の感触が楽しい布絵本です。

ジャングルファン20

土台の組み合わせで難易度を変えて
遊べるわなげ。

森のわなげあそび22

紐をひっぱるとタイヤと連動して
中央のいろんなパーツが回転する
楽しい仕掛けのプルトーイ。

くるくるサーカス21

７つのカラフルなピースを組み
合せていろいろな形を作ります。

脳力（のうりょく）
タングラム23

やわらかい布でできたボールと、
てんとう虫の形をしたラトル。
ボールの中にてんとう虫を入れて、
転がして遊びます。

コロコロコロリン12

カラフルな７つのブロックで
木製のプレートの上に立方体
を組立てます。

賢人パズル25

二段ケーキやイチゴをワゴンにのせて、
かわいいケーキ屋さんの開店です。

Cake shop
ケーキショップ10

高く積み上げたり、ポーズを変えたり、
動物たちが仲良く暮らすサファリパーク
を作りましょう。

Safari park
サファリパーク11

これは何の動物かな？
めくって楽しい布絵本です。

いないいないばあ13

持ちやすい厚みでお子さまも
遊びやすく、形あわせだけで
なく、色あわせや形の名前も
覚えられます。

色・形あそび16

A.B.C ～のアルファベットを
かたどったパズルピースを正
しくはめていくパズルあそび。

ABCパズル17 １.２.３の数字をかたどった
パズルピースを正しくはめて
いくあそび。

数字パズル18

大きなお花や小さなお花をワゴンに
のせて、楽しく作るお花屋さん。

Flower shop
フラワーショップ24

サイコロを振って出た色のブロックを
お月さまに乗せていくバランスゲーム。

お月さまバランスゲーム14
子どもたちに好まれる動物９種類
を木製パズルにしました。

アニマルパズル15

ポイント
1010

ポイント
1515

ポイント
2020


