
育児にイライラや不安はつきもの
困ったら周囲の力を借りましょう

　たとえしつけのためだと大人が思っていても、子どもに苦痛や不快感を与える
行為である体罰等は、子どもの心や体に傷をつけ、子どもの成長・発達に悪影響
を及ぼすといわれています。
　でも、親の思いどおりにならないのが育児です。ついつい大声で怒鳴ったり、
思わず叩いてしまうことがあるかもしれません。
　そんな時、一人で思い悩まず、自分の気持ちを誰かに話してみましょう。家族
や友人などの身近な人や、区役所の相談窓口、保健師などの専門家に相談してみ
るのも良い方法です。少し勇気が必要かもしれませんが、きっと解決のヒントが
見つかることでしょう。大切なことは、一人で抱え込まないことです。
　また、あなたの近くでそんな悩みを持っている人がいたら、相談するようアド
バイスをしてください。

児童虐待の4つのタイプ

身体的虐待
殴る、蹴る、叩くなど直接的な暴力行為。冷水を浴び
せる、長時間正座を強要するなど。また、乳幼児の場
合、激しく体を揺さぶるなどの行為も含まれる。

性的虐待 性的な行為やいたずら、性的関係を強要する行為。わ
いせつな画像をみせるなど間接的なものも含まれる。

ネグレクト
（養育の放棄）

必要な衣食の世話をしない、病気やけがなど治療や検
査が必要なのに医者にみせない、家に閉じ込めて学
校、保育園に行かせないなどの行為。

心理的虐待
暴力的な言葉や差別的言葉を浴びせる、話しかけられ
ても無視するなどの行為。また、子どもの目の前で保
護者がけんかする、きょうだい間で差別するなど、子
どもの心を傷つける行為。

子
育
て
Ｓ
Ｏ
Ｓ

急な発熱、ひきつけ、

夜間の病気等の時に、

子育ての必須情報です。

子どもはさっきまで元気に遊んでいたと思ったら、
急に発熱したり、具合が悪くなることがあります。

そんな時のためにぜひ知っておきたい、
緊急時に対応してくれる医療機関の情報をお届けします。
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普段から備えておきましょう
医療機関医療機関

☎6912-0810
月曜日～金曜日　9：00～17：00　
（祝日・12月29日～1月3日を除く。）

☎090-4544-8020
月曜日～金曜日　11：00～16：00　
（祝日・8月13日～16日・12月29日～1月4日を除く。）

文京区かかりつけ医・
在宅療養相談窓口

文京区地域包括ケア歯科相談窓口

http://www.bunkyo-med.or.jp/文京区のお医者さん

保健サービスセンター、地域活動センター、図書館等

https://carepro-navi.jp/bunkyo

文京かかりつけマップ配布場所

医療機関情報検索システム

☎5272-0303 （24時間案内）
https://www.himawari.metro.tokyo.jp/医療機関案内　ひまわり

☎5272-0303　
平日（月曜日～金曜日）　 9：00～20：00
保健医療福祉に関する問合せに相談員が応じます。
面接相談（要予約）も行っています。

保健医療福祉相談

医
療
機
関

医
療
機
関

文京区医療機関案内
　文京区の医療機関、急患・休日診療やかかりつけ医などについて、さまざまな情報が得
られる医師会のホームページです。50音順や科目別、地図からの検索により病院を探すこ
とができます。セミナーやイベントの情報もあり、とても便利です。

外国語による医療機関案内
TELEPHONE INFORMATION SERVICES ON MEDICAL INSTITUTIONS

　In case you cannot find a hospital when you are ill or injured, 
please contact the telephone information services.

東京都保健医療情報センター
　さまざまな検索方法で東京都の医療機関を探すことができます。お気に入りに登録して
日頃から活用できるようにしておくと便利です。

かかりつけ医・かかりつけ歯科医を持ちましょう
　かかりつけの先生は、日頃から健康について相談にのってくれたり、体の調子が悪く
なったときに安心して診てもらえる身近な頼もしいホームドクターです。

文京かかりつけマップ／医療機関情報検索システム
　お子さんが小さいうちから、かかりつけ医・歯科医・薬剤師を持つことが
大切です。自宅の近くで探す時などに便利なガイドブック・システムです。

東京都医療機関案内サービス「ひまわり」
☎5285-8181
対応言語　英語、中国語、韓国語、タイ語、スペイン語
相談日時 　9:00～20:00
https://www.himawari.metro.tokyo.jp/

Himawari

https://www.himawari.metro.tokyo.jp/
中文

Tokyo Metropolitan Health and Medical Information Center （ "HIMAWARI" ）

Hours＝9:00～20:00
Languages＝English, Chinese, Korean, Thai and Spanish
https://www.himawari.metro.tokyo.jp/

9:00～20:00

9:00～20:00

Telephone ☎5285-8181

https://www.himawari.metro.tokyo.jp/

도쿄토 의료기관

☎5285-8181

☎5285-8181
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普段から備えておきましょう
医療機関医療機関

☎6912-0810
月曜日～金曜日　9：00～17：00　
（祝日・12月29日～1月3日を除きます。）

☎090-4544-8020
月曜日～金曜日　11：00～16：00　
（祝日・8月13日～16日・12月29日～1月4日を除きます。）

文京区かかりつけ医・
在宅療養相談窓口

文京区地域包括ケア歯科相談窓口

http://www.bunkyo-med.or.jp/文京区のお医者さん

保健サービスセンター、地域活動センター、図書館等

https://carepro-navi.jp/bunkyo

文京かかりつけマップ配布場所

医療機関情報検索システム

☎5272-0303 （24時間案内）
https://www.himawari.metro.tokyo.jp/医療機関案内　ひまわり

☎5272-0303　
平日（月曜日～金曜日）　 9：00～20：00
保健医療福祉に関する問合せに相談員が応じます。
面接相談（要予約）も行っています。

保健医療福祉相談

医
療
機
関

医
療
機
関

文京区医療機関案内
　文京区の医療機関、急患・休日診療やかかりつけ医などについて、さまざまな情報が得
られる医師会のホームページです。50音順や科目別、地図からの検索により病院を探すこ
とができます。セミナーやイベントの情報もあり、とても便利です。

外国語による医療機関案内
TELEPHONE INFORMATION SERVICES ON MEDICAL INSTITUTIONS

　In case you cannot find a hospital when you are ill or injured, 
please contact the telephone information services.

東京都保健医療情報センター
　さまざまな検索方法で東京都の医療機関を探すことができます。お気に入りに登録して
日頃から活用できるようにしておくと便利です。

かかりつけ医・かかりつけ歯科医を持ちましょう
　かかりつけの先生は、日頃から健康について相談にのってくれたり、体の調子が悪く
なったときに安心して診てもらえる身近な頼もしいホームドクターです。

文京かかりつけマップ／医療機関情報検索システム
　お子さんが小さいうちから、かかりつけ医・歯科医・薬剤師を持つことが大切です。自宅
の近くで探す時などに便利なガイドブック・システムです。

東京都医療機関案内サービス「ひまわり」
☎5285-8181
対応言語　英語、中国語、韓国語、タイ語、スペイン語
相談日時 　9:00～20:00
https://www.himawari.metro.tokyo.jp/

Himawari

https://www.himawari.metro.tokyo.jp/
中文

Tokyo Metropolitan Health and Medical Information Center （ "HIMAWARI" ）

Hours＝9:00～20:00
Languages＝English, Chinese, Korean, Thai and Spanish
https://www.himawari.metro.tokyo.jp/

9:00～20:00

9:00～20:00

Telephone ☎5285-8181

https://www.himawari.metro.tokyo.jp/

도쿄토 의료기관

☎5285-8181

☎5285-8181
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医療機関名 所在地 電　話
小石川医院 春日2-10-18 ☎3816-3151

文京春日こどもクリニック 小石川1-5-1　パークコート文京小石川ザ・タワー3F ☎3813-6060

小石川柳町クリニック 小石川1-13-9　クリオ文京小石川103 ☎5805-3749

千晶こどもクリニック 小石川1-24-3 ☎3868-0703

後楽園駅前診療所 小石川2-6-5　小石川2丁目ビル1F ☎6801-8191

三橋医院 小石川4-20-1　イトークリエイトビル6F ☎3816-3284

森こどもクリニック 小石川5-40-21 ☎5803-7887

澤田こどもクリニック 白山1-33-16　パークコートプレイス2F ☎5840-7838

中野小児科内科 白山1-33-23　ベルメゾン文京白山1F ☎5805-8551

保坂こどもクリニック 白山5-27-12 ☎3946-0641

千葉医院 千石1-6-16　ライズヒル千石101 ☎3941-1340

近藤クリニック 千石4-3-16 ☎3944-1820

水間クリニック 千石4-8-1 ☎5976-7350

石原医院 小日向1-6-6 ☎3941-8526

伝通院クリニック 小日向4-6-18　ステラメゾン茗荷谷201 ☎6912-1565

吉村小児科 大塚2-18-6 ☎3943-3806

茗荷谷キッズクリニック 大塚3-1-6　ラ・トゥール小石川B1F ☎5976-3077

松平小児科 関口1-15-9 ☎3267-4077

すずき医院 目白台1-23-7-101 ☎3941-1590

きたなかこども成長クリニック 本郷2-37-6-4F ☎3817-0976

タツノ内科・循環器科 本郷5-1-16　NP-Ⅱビル地下1F ☎5800-0203

御茶ノ水ファミリークリニック 湯島1-9-14　プチモンドお茶の水8F ☎5844-1401

東都文京病院 湯島3-5-7 ☎3831-2181

大塚診療所 湯島3-31-6 ☎3831-2294

清家クリニック 湯島3-38-13　坂東ビル2F ☎3831-2438

田代医院 向丘2-20-3 ☎3823-0871

細部小児科クリニック 根津2-14-11　Tツウィンズビル2F ☎6303-3162

似島クリニック 根津1-19-11 ☎3827-1181

団子坂ひろせ小児科 千駄木1-23-6-202 ☎3823-4970

にわ医院 千駄木4-8-12 ☎3824-0482

小児科一覧
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医療機関名 所在地 電　話
森谷医院 千駄木5-43-11 ☎3821-0128

グリーンコート内科クリニック 本駒込2-28-10　文京グリーンコートイーストウイング3F ☎5977-3820

動坂クリニック 本駒込4-42-4 ☎3822-5605

松本医院 本駒込5-41-11　青木ビル1F ☎5832-9518

近藤医院 本駒込5-60-6 ☎3821-1804

橋本こどもクリニック 本駒込6-4-2　平和ビル1F ☎3943-6333

小児歯科一覧
医療機関名 所在地 電　話

飯田橋エトワール歯科医院 後楽2-1-8　エトワール飯田橋1F ☎3830-1500

いわぶち歯科 後楽2-19-14　グローリアスⅢ1F ☎3813-3918

後楽園デンタルオフィス 後楽2-19-16　ベルコリンヌ岡島1F ☎5840-9679

講道館ビル歯科・口腔外科 春日1-16-30　講道館ビル本館7F ☎3813-1137

笹川歯科医院 小石川1-5-1　パークコート文京小石川ザ・タワー207 ☎3811-0302

高木デンタルクリニック 小石川1-8-7　AKAビル1F ☎3815-6725

のぶもり歯科 小石川1-12-10　ドリーム小石川1F ☎3815-6788

池田歯科医院 小石川1-16-6　サンクタス小石川101 ☎5684-4184

河野歯科医院 小石川1-16-11　アイビス1F ☎3811-5456

ワイズデンタルオフィス 小石川2-25-10　パークホームズ小石川101 ☎6801-9505

文秀歯科医院 小石川3-1-24　K-WING1B ☎3815-2692

富沢歯科 小石川3-36-8 ☎3813-4063

歯科医院 デンタル小石川 小石川4-5-6　フォーラム小石川202 ☎3817-0888

時岡歯科医院 小石川4-13-16 ☎5684-3668

朝比奈歯科医院 小石川4-20-1　小石川イトークリエイトビル2F ☎3814-7096

吉澤歯科クリニック 小石川4-20-3　ベルスクエア小石川2F ☎5684-8141

文京歯科医院 小石川4-20-5　グリーンヒル小石川2F ☎3811-3994

鍋山歯科クリニック 小石川4-21-4　小石川安田ビル2F ☎3868-3388

茗荷谷歯科クリニック 小石川5-3-3　エイトビル1F ☎3814-7644

チエデンタルクリニック 小石川5-4-2　リジェネス小石川fb201 ☎6240-0418

渡辺歯科医院 小石川5-12-11 ☎5684-4775

土居歯科クリニック 白山1-7-11　小沢ビル2F ☎5800-1033

白山きりん子ども矯正歯科 白山1-31-7　白山下ビル2F ☎6801-8057

広野歯科クリニック 白山1-33-8　朝日白山マンション107 ☎3813-1182

佐藤歯科医院 白山3-6-3 ☎5689-3010

白山歯科医院 白山5-1-3　東京富山会館ビル2F ☎3816-7007
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医療機関名 所在地 電　話
今井歯科医院 白山5-14-5 ☎3941-2768

片桐デンタルオフィス千石 白山5-17-20　プラティーク白山1F ☎6902-1847

千石ひかり歯科 千石2-21-3　谷ビル1F ☎6902-1353

飯島歯科医院 千石4-13-6 ☎3941-7605

山川歯科医院 千石4-36-19 ☎3941-8513

船崎歯科医院 千石4-39-4 ☎3941-8912

いなだ歯科医院 千石4-44-9 ☎3942-8148

小日向台町歯科 小日向3-7-4　メゾンたかむら1F ☎5395-6480

岩佐歯科クリニック 小日向4-4-3　カーネ小日向101 ☎3946-6480

佐藤歯科医院 小日向4-5-10　小日向サニーハイツ2F ☎3944-6716

坪田デンタルクリニック 小日向4-7-14 ☎6304-1511

おおえ歯科医院 大塚1-1-15　FT田村ビル1F ☎3944-6480

加賀谷歯科医院 大塚3-6-13　グランドメゾン茗荷谷1F ☎3945-1184

小家歯科医院 大塚3-10-3　高田ビル2F ☎3946-8308

氷川下セツルメント歯科 大塚3-36-7 ☎3944-1321

石川歯科医院 大塚3-38-4 ☎3946-8697

なかまち歯科クリニック 大塚4-45-10 ☎5940-2110

大塚くすのせ歯科 大塚5-9-2　新大塚プラザ101 ☎5981-8648

西村歯科医院 大塚6-17-2　シャルム・ドゥ・タナカ102 ☎5940-2021

鈴木歯科医院 大塚6-35-5 ☎3943-8868

さやかデンタルクリニック 関口1-8-6　メゾン文京関口Ⅱ101 ☎6265-0418

高橋歯科医院 関口1-17-4 ☎3268-7890

吉田歯科クリニック 関口1-24-4　タキザワハウス2F ☎3267-5525

ヒトミ歯科 関口1-24-6　朝日関口マンション102 ☎6280-8779

あかし歯科医院 関口1-47-12　江戸川橋ビル1F ☎3268-2688

伊藤歯科 関口1-48-7　マツダビル1F ☎5229-4016

鈴木歯科医院 目白台1-9-9 ☎3941-2539

三井歯科クリニック 目白台1-23-7　グリーンヒルズ目白台102 ☎5395-1945

入野歯科医院 目白台2-1-2 ☎3945-8662

千葉歯科医院 目白台2-6-12 ☎3941-3689

柴田歯科医院 目白台3-7-5 ☎3941-8250

石原奈保歯科クリニック 音羽1-2-18　ネオマイム文京音羽102 ☎3943-8846

おかのデンタルクリニック 音羽1-15-12　東急ドエルアルス音羽1F ☎5977-7227

山口歯科医院 音羽1-17-13 ☎5395-5553

もりた歯科クリニック 音羽1-21-12　ストーク音羽100 ☎3943-8241

志賀歯科医院 音羽1-23-22-2F ☎3941-5478
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医療機関名 所在地 電　話
佐久間歯科医院 音羽2-2-2　アベニュー音羽101 ☎3941-0280

ミューズ矯正歯科 音羽2-11-19　オトワKSビル3F ☎3944-5020

ほしの歯科 音羽2-11-21　ライオンズマンション護国寺第3-102 ☎6304-1188

医）誠羽会 三羽歯科医院 本郷1-19-6　田中水道橋ビル1F ☎3811-6487

医）憲清会 堀江歯科クリニック 本郷2-13-10　湯浅ビル2F ☎3811-8844

大野歯科医院 本郷2-25-14　第1ライトビル101 ☎3813-8281

ファミリー歯科医院 本郷2-26-11　種苗会館4F ☎3816-6474

須川歯科医院 本郷2-40-9　小林ビル6F ☎3816-5756

サッカー通りみなみデンタルオフィス 本郷3-12-9 ☎6801-5495

文京瀧田歯科医院 本郷3-15-1　美工本郷ビル2F ☎5615-8424

小谷歯科医院 本郷3-25-12 ☎3811-5851

さとう歯科医院 本郷3-39-3 ☎3815-0118

和久本歯科医院 本郷3-43-14　グランドメゾン本郷3丁目101 ☎3811-4407

タク歯科クリニック 本郷4-1-3　明和本郷ビル2F ☎6801-5584

歯科真砂診療所 本郷4-5-9　ダイアパレス真砂マンション202 ☎3811-8655

平井歯科医院 本郷4-17-9　平井ビル3F ☎3812-1155

医）鶴寿会 榎歯科クリニック 本郷4-25-9　ブラウンハイツ本郷101 ☎5800-0005

よしむら歯科医院 本郷4-34-10 ☎3817-0118

本郷こしきや歯科 本郷4-37-15　ブラウンハウス1F ☎5615-8217

デンタルオフィスKEN 本郷5-23-11　林華ビル2F ☎3817-6609

松岡歯科医院 本郷5-28-5　松岡ビル2F ☎3811-7682

依田歯科医院 湯島1-2-12　ライオンズプラザお茶の水104 ☎3253-8841

アイ歯科医院 湯島1-3-4　KTお茶の水聖橋ビル2F ☎3814-7015

北村歯科医院 湯島1-7-9　内山ビル201 ☎3813-8194

湯島佐藤歯科 湯島2-16-9　ちどりビル102 ☎3813-0648

田中充歯科クリニック 湯島2-17-9　ビネスト湯島1F ☎5800-4050

湯島歯科医院 湯島2-33-1　NXビル3F ☎3836-2031

中島矯正歯科クリニック 湯島2-33-1　NXビル1F ☎3831-3672

ゆかりデンタルクリニック 湯島3-14-8　加田湯島ビル2F ☎3837-8784

石神歯科医院 湯島3-16-10　徳和ビル2F ☎3835-0648

山崎健幸歯科クリニック 湯島3-26-11　YMビル1F ☎3834-4618

重見歯科医院 湯島3-35-9　渡辺ビル2F ☎3835-7212

小平歯科医院 西片1-2-4 ☎3811-2303

グリーン歯科医院 西片1-11-13　西片グリーンハウス107 ☎5800-3585

東大前ひろた歯科クリニック 西片2-1-4 ☎3817-7077

土居歯科医院 西片2-9-4 ☎3811-2319
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医療機関名 所在地 電　話
ナミキ歯科医院 西片2-15-13　デルクナーベWATANABE 1F ☎5842-5877

東大前歯科クリニック 向丘1-1-16　朝日堂ビル201 ☎3814-1082

近藤歯科クリニック 向丘1-10-2　ザ・プラザ・オーベル白山203 ☎3816-4118

かなデンタルクリニック 向丘1-10-6　コスモ文京向丘102 ☎5800-6480

吉野歯科クリニック 向丘1-13-5　シーアイマンション本郷向丘101 ☎3813-7747

向丘歯科医院 向丘2-3-8　ニュー本郷マンション204 ☎3812-0029

田中歯科医院 向丘2-17-18 ☎3821-3351

こいずみ矯正歯科 根津1-4-4　河内ビル301 ☎3824-4182

ミルキー歯科クリニック 根津1-16-8　ヴィルヌーブ文京根津101 ☎5832-9522

辻村歯科医院 根津1-22-10　メセナビル2F ☎5814-8148

ニコライ歯科 根津1-23-9　プレジデントハイツ根津2F ☎3827-9823

医）聡真会 マミ歯科クリニック 根津1-27-4 ☎3828-3888

瓜生歯科医院 根津2-16-8　トミタビル2F ☎3823-0530

根津すずらん歯科 根津2-28-5　ディアハイム根津101 ☎5834-8882

千駄木あおば歯科 千駄木1-23-1　パークスクエア千駄木1F ☎3823-8112

おはぎ在宅デンタルクリニック 千駄木2-8-5　グリーンベル1F ☎5834-8385

団子坂歯科医院 千駄木2-28-4 ☎3823-8148

千駄木 のざき歯科クリニック 千駄木2-33-4　ウィン千駄木105 ☎5809-0908

中島歯科医院 千駄木2-43-3　山中ビル2F ☎3823-2663

守谷歯科医院 千駄木2-49-8 ☎3821-7362

ひのまる歯科 千駄木3-31-12　ワコーレ千駄木ビル9F ☎5809-0707

小滝歯科 千駄木3-44-7 ☎3821-2659

谷根千歯科 千駄木3-46-10　川村ビル1F ☎5834-8280

愛三歯科医院 千駄木3-50-12　モナーク千駄木104 ☎3828-2573

内藤歯科医院 千駄木4-8-6 ☎3824-6482

森歯科医院 千駄木4-13-6　アドリーム文京動坂J-202 ☎3821-2676

岩波歯科医院 千駄木4-22-2 ☎3821-2625

団子坂くつろぎクリニック 千駄木5-21-12　カサデコリーナ1F ☎5834-7702

馬場歯科医院 千駄木5-34-1 ☎3822-8148

たかはし歯科医院 本駒込1-4-4　旭商店白山ビル2F ☎3947-8148

フジタ歯科医院 本駒込2-8-8　藤田ビル1F ☎3942-0361

市田歯科医院 本駒込2-10-3　ウエストワンビル3F ☎3947-8041

醍醐歯科医院 本駒込2-27-15　JESビル2F ☎3946-6060

れいデンタルクリニック 本駒込2-28-30 ☎6304-1481

フジサキ歯科・矯正歯科 本駒込2-29-17　オリンポスコマキ101 ☎5319-7030

松原歯科医院 本駒込3-1-9 ☎3821-2366
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医療機関名 所在地 電　話
安東歯科医院 本駒込3-17-5　安東ビル101 ☎3823-0542

あきやま歯科眼科 本駒込3-34-12 ☎3823-6500

やまだ歯科医院 本駒込4-16-13　ラフィーネ本駒込102 ☎3821-0224

川俣歯科医院 本駒込4-40-11　西倵ビル2F ☎3828-0629

本駒込歯科室 本駒込4-48-3　木下ビル1F ☎5815-8806

丸山歯科医院 本駒込5-44-2 ☎3821-2294

福德歯科医院 本駒込5-45-4-202 ☎5814-8211

おおひら歯科 本駒込6-12-15 ☎3946-4188
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・包装フィルム・シー
　ルなど
・ボタン電池
・口に入るサイズ
　の玩具
・スーパーボール
・ミニトマト
・ピーナッツ

・6か月頃から何でも口に入れるよう
になります。“物をつかむ”→つかん
だら“口に入れる”子どもの手の届く
場所には危険な物は置かない。

・食事は、年齢にあったサイズ形状に
して、食べ歩き・寝ながら食べはしな
い。

・お風呂
・水遊び
・バケツの水

子どもは何でも口に入れま
す。日頃から、子どもの手の
届く場所にある物をチェッ
ク。
トイレットペーパーの芯
（39mm）を通る大きさのも
のは飲み込む危険あり。

・子どもだけの入浴
・自分の更衣中、浮き輪で
　浴槽に入れる。

・入浴時、水遊び中は決して目を離さ
　ない。
・目と鼻が覆われてしまうと1cmの水
　でも危険（溺れてしまいます。）

窒息誤飲

・炊飯器
・味噌汁・スープ
・アイロン
・花火

・やけどの恐れのあるものは手の届く
　所に置かず配置を考える。
　電気ポット等はチャイルドロックのか
　かるものを。
・子どもを抱えたままの調理、熱いもの
　の飲食には要注意。

・炊飯器の蒸気
・テーブルの上の味噌汁
見えないところに手をのばす
テーブルのクロスを引っ張る。
・アイロン（触る。たおす。）

やけど

おぼれ

・家庭内のドア
・エレベーターの扉
・自動車のドア

・子どもの手や足は大人よ
り小さく、狭い隙間に入る
ので要注意。

・ドアの開閉時は、子どもがどこにい
　るか確認。
　ドアの蝶番には、指はさみ防止グッ
　ズ等でカバーを。
・エレベーター、エスカレーター付近
　では遊ばせない。

・ベランダの踏み台
・ベビーベッド
・自転車の補助いす
・抱っこひもからの
　すり抜け

・ベランダには、物を置かない。
・ベビーベットの柵は必ず上まで上げ
　る。
・自転車に子どもを載せたまま場所を
　離れない。
・抱っこで前かがみになるときは手を
　添える。

・子どもは、高いところが
　好き。
　窓際やベランダに子ども
　が登れるようなものは置
　かない。

転落

挟まれ

チェック危ないもの・場所 こんなことに気を付けましょう

（ ）

医
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子育て支援の

資料編です。

ご活用ください。

親と子が地域とふれあいながら、健やかに育っていくよう、
文京区には、子育てを支援する施設がいろいろあります。

上手に活用するために、文京区のマップをぜひチェックしてください。
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文京区の子育て情報  
ぜん息児水泳教室  
まるごと子育て応援事業  
子育て支援講座  
子育て応援とうきょうパスポート事業  
シングルママ・シングルパパ
くらし応援ナビ Tokyo  
防災情報  
妊産婦・乳児救護所  
（非常持ち出し品の例）  
ひとり親の方のために  
経済的援助の必要な方のために  

P98
P100
P102
P103
P103

P104
P105
P106
P108

離乳食（中期・完了期）とおやつの紹介  
文京区の公園  
おすすめスポット6  
文京区イベント情報  
すくすく子育て情報  
民生委員・児童委員／
主任児童委員の活動は  
編集後記  
文京シビックセンター案内  
育休パパの過ごし方  
文京区施設マップ　
B-ぐる路線図・時刻表

STOP !  子どもの事故
　子どものまわりは危険がいっぱい。知っておけば防ぐことができる事故があります。
　子どもの目の高さで危険がないかチェックしてみましょう。

注意
～新型コロナウイルス感染拡大防止のために置かれている除菌剤で～
誤飲・目に入る等の事故が増加しています。お子さんが誤飲しな
いよう、手の届くところに除菌剤があるときは気をつけましょう。
また、店舗等の入所時、アルコール除菌剤を使用する時には、お
子さんの顔の近くで噴射しないよう気をつけましょう。
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