みんなでつくる子育てひろば

深川北みずべかわらばん

２０１1、9 月号 ＮＯ.86

「人とつながる、地域につながる」
「どーん、どどーん」夏の夜、夕涼みに出かけると、どこからか花火を打ち上げる音がかすかに
聞こえてきました。この夏も、お祭り・盆踊り・花火大会…と各地のお祭りの様子がニュースで伝
えられています。今年ほど祭りによって平和や五穀豊穣、東北地方復興などの願いが強く感じられ
たことはありません。日本人が代々地域で受け継いできたお祭りが執り行える平和、人とのつなが
りがいかに生きていく中で大切かを思います。
“みずべ”も多くの方々のつながりの中で歩んでまいりました。2004 年 5 月に“深北みずべ”
がオープンしてから今年 5 月に 8 年目に入り、利用する親子、ボランティア、支援士さん、地域の
方々と共に「こども達が楽しく遊び、こどもらしい時間を過ごせる場、子育て中の親御さんが安心
して様々な人と出会い、互いに支え合う仲間を作っていける場」を目指し、沢山の方々が現在の“み
ずべ”をつくりだしてきました。7 月のファミリーデーにはこれから新しい命を授かる方もお越し
下さり、助産師さん・先輩みずべママとの交流会もあり、新しい繋がりが生まれました。家族にと
って、こどもが産まれる前から“みずべ”と出会い繋がることの必要性を改めて感じました。皆さ
んの周りにプレママがいらっしゃいましたら、ぜひ誘っておいで下さい。
さて、いよいよ耐震工事が始まります。9 月から 3 月までの間は、住吉の江東区児童会館二階ス
ペースに移転してひろばを行います。住吉地域での新しい出会い、繋がりを楽しみにしています。
森下地域においては、森下文化センターにて「出張ひろば」を予定しています。日程は毎月のかわ
らばんにてお知らせ致します。よろしくお願いいたします。
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まど・みちお 詩集 より

耐震補強工事及びこれに伴う一時移転についてのお知らせ
下記の期間で、深川北子ども家庭支援センター（及び二階学童室）の耐震補強工事を
実施いたします。
工事期間中は一時的に移転して事業を継続
東 22 住吉駅前
してまいります。ご不便をおかけするかと思い
ますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

期間： 平成 23 年 9 月 7 日（水）
～平成 24 年 3 月 17 日（土）(予定)
移転先： 江東区児童会館（住吉 1-9-8）
2 階フロアー
★移転準備の為、
9/2（金）～9/6（火）は休館となります
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ひととき保育についてのお知らせ
江東区児童会館に一時移転中は、会館の開設日に伴い、ひととき保育の日程が変更となります。

〈保育時間〉
〈登録受付日時〉

火曜日～金曜日 9：00～12：00 / 13：00～17：00
木曜日 10：00～12：00 / 13：00～16：00

また、一時移転準備の為、9/2（金）～9/7（水）の期間、ひととき保育をお休みします。

ファミリーデーを行いました♪
「お父さんをはじめ、おじいちゃん、おばあちゃんにも“みずべ”を知ってほしい！一緒に遊びにきてほし
い！」そんなきっかけになればと思い、７月９日（土）にファミリーデーを行いました。68 組 78 名のファミリ
ーが集いました。今年は「どんなところか見たかったので」と、お父さんもたくさん遊びに来て下さいまし
た。記念の手形をとり、手の大きさからも子どもたちの成長を感じていました。
そして今年は「妊婦さんにも“みずべ”にきてほしい！」と、『プレママもママもおいでよ みずべへ』を行
いました。先輩のお母さん・助産師さんにもご協力を頂き、妊婦さんを囲んで「どんな本を読むといいです
か？」「里帰り出産しようか迷っているのですが…」という質問や沐浴・おんぶひも体験もしました。
みずべがファミリーにとっての居場所になるといいなと思います。是非これをきっかけに遊びにいらして
ください。

江東区深川北子ども家庭支援センター みずべ
〒135-0005
江東区高橋 14-6
電話 03-5600-8701
Fax 03-5638-7515
相談専用電話 03-5600-8708
E-mail
fukagawakosodate@ka.baynet.ne.jp
URL http://www.kotomizube.ne.jp
（指定管理者：社会福祉法人 雲柱社）

≪あそびのひろば≫

みずべ 9 月のプログラム
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耐震工事の為、江東区児童会館へ一時移転いたします
[期間] Ｈ23 年 9/7（水）～Ｈ24 年 3/17（土）（予定）
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※リフレッシュ
一時保育開始
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火曜日～土曜日
電話；9:00～18:00

毎月第 3 火曜日 13:00～16:00

専門相談員 渡邉 恵理先生（臨床心理士）

≪家族問題相談≫

毎月第１火曜日 13:00～16:00

専門相談員 都甲 絢子先生（臨床心理士）

≪ひろばちょこっと相談≫ 木曜日(月１回 不定期) 11:00～
専門相談員 田島 昌子先生（臨床心理士）

16
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お誕生日会

◎ベビーマッサージ

ひろば

10:15～12：00

11:00～11：30

≪助産師さんと話そう≫

毎月第４火曜日 14:00～15:00

助産師 廣田 真里さん

山本 福美さん

ひろばちょこっと相談

お休み
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≪子育て相談≫
≪発達相談≫

お休み

江東区児童会館に
一時移転します⇒
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どうぞ親子で遊びにいらしてください

面接；9:00～17:30
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11:00～16：00
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ひろば

23
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◎ハンドトリートメント

10:20～12:00

［ベビーマッサージ］ １週間前の 10：00 から予約受付です
ハイハイ前までのお子さんが対象です。
人数が限られていますので、１回のみの受付になります。

お休み

［ハンドトリートメント］１週間前の 10：00 から予約受付です
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27
ひろば
お休み

28
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すこやか成長記録

14:00～15：00

お母さんのためのハンドマッサージです。

すこやか成長記録

10:30～11:45
◎助産師さんと話そう

30

人数が限られていますので、１回のみの受付になります。

10:30～11:45
すこやか成長記録
14:00～15:00

★森下こそだてひろば（出張ひろば）★

◎のプログラムは事前予約が必要です。なお相談に関しては随時受け付けています、また電話でも受付できます。

助産師さんと話そう

9/28（水）

すこやか成長記録
9/27（火） 10：30～11：45
9/29（木） 14：00～15：00
9/30（金） 10：30～11：45

お子さんの身長や体重を計り、
お子さんのことでスタッフ
とお話しをする時間を設けて
います。

9/27（火） 14：00～15：00
定員１０名 要予約
赤ちゃんの健康
(授乳・離乳食・便秘・機嫌等)
お母さんの健康(産前産後の体調・おっぱいｹｱ等)
気になることをグループでお話ししましょう。
お子さんも一緒です。
「親子のふれあい体操」「お母さんの体操」も
します。

★これからママになる妊婦さんの参加も
お待ちしています♪

場所：森下文化センター

★深北こそだてひろば★
（出張ひろば）
場所：深川北スポーツセンター
1Ｆ研修室

今月はお休みです

3Ｆ 第二・第三会議室

11：00～14：00

みんな遊びに来てね♪

