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、10 月号 ＮＯ.87

深北みずべ”引越しました
町を歩いていると色々な発見があります。引っ越してきた江東区児童会館から、最寄り駅住吉ま
での短い道のりも同じ道を通らないようにして探検しながら歩いています。最近は、よい香りのオ
シロイバナの前を通りました。こどもの頃、オシロイバナで色みずあそびをしたり、種を集めたり
して遊んだことをなつかしく思い出します。
「工事中の“深北みずべ”近くのキンモクセイもそろそ
ろ香る頃かしら…」残暑が厳しい 9 月だったのですっかり忘れていましたが、秋が近いことを草木
のかおりが教えてくれます。
引っ越ししてきた“深北みずべ”ひろばは、色々な年齢のこども達の出会いの場です。先日は、
3 歳の A くんのあとを追いかけて 0 歳の B ちゃんが A くんに近づきます。A くんの足に自分の手
を伸ばし触ってみたり、顔を見上げてみたりして興味津々。A くんも持っていたままごとのコップ
を差し出し飲ませてあげるまねをして応えます。以前までは、大きいお友達にあそんでもらった A
君も小さいお友達に優しく応えている姿、そのお兄ちゃんぶりが眩しく見えました。
みずべがある 2 階フロアには、展示コーナーがあります。C くんは中でも自転車をこぐ場所が気
になる様子。小学生が自転車をこいでいる姿を見てから、同じようにチャレンジ。足は思うように
届きませんが、大満足でした。
9 月から江東区児童会館に引っ越してから 1 ヶ月が経とうとしています。江東区児童会館ととも
に引き続き“深北みずべ”をよろしくお願いいたします。
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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
現在、深川北子ども家庭支援センターは、
耐震補強工事を実施しております。
工事期間中は一時的に移転して事業を
東 22 住吉駅前

継続してまいります。
ご不便をおかけするかと思いますが、

期間： ～平成 24 年 3 月 17 日（土） 東 11.13 住吉
(予定)
移転先： 江東区児童会館（住吉 1-9-8）
2 階フロアー
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ご理解とご協力をお願いいたします。
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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、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。
（児童会館の休館日は、ひととき保育もお休みです）

〈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

※利用予約は、（今まで通り）、月曜日～金曜日 9：00～17：00 です。
休館日でも、土・日・祝日以外は 電話での予約が出来ますのでご利用ください。

★児童会館フェスティバル★
日時： 10/8（土） 13：30～15：30
対象： 幼児親子から中学生まで
場所： 江東区児童会館

わたあめ・ﾎﾟｯﾌﾟｺｰﾝ・ｼﾞｭｰｽ屋さんの食べ物ｺｰﾅｰや射的・お菓子つかみどり・ｷｯｸﾀｰｹﾞｯﾄ・
かたぬきなどのｹﾞｰﾑｺｰﾅｰ☆缶ﾊﾞｯｼﾞ作り・芝浦工大によるﾛﾎﾞｯﾄﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ倒し・ｸﾗｳﾝ「ﾁｺ」
によるショーや、体育館ではなんとﾌﾜﾌﾜで遊べます！民生・児童委員さんや“みずべ”の
ｺｰﾅｰもあって、とても盛りだくさんの楽しいﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙです。ぜひ遊びに来て下さいね♪

※午前中及びフェスティバル終了後は、準備・片付けの為、一般利用はできません。
★10/1（土）１３：00 から児童会館１階受付で、無料チケットを配ります。
本人かご家族の方が 直接 児童会館に来てお申込み下さい。
詳細については児童会館（☎03-3633-6911）までお問い合わせください

江東区深川北子ども家庭支援センター みずべ
※一時移転中です
〒135-0002
江東区住吉 1-9-8 （江東区児童会館 ２階）
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）
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10/8（土）児童会館フェスティバルの日は、
午前中及びフェスティバル終了後 準備・片付けの為、一般利用はできません
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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）
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ひろばちょこっと相談
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≪発達相談≫
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フェスティバル
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≪子育て相談≫

≪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

◎発達相談

13:00～16:00
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すこやか成長記録
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10:30～11:45
◎助産師さんと話そう

14:00～15：00

すこやか成長記録

14:00～15:00

［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
お母さんのためのハンドマッサージです。

★児童会館の休館日は、“みずべ”のひろば・ひととき保育もお休みとなります。

人数が限られていますので、１回のみの受付になります。

◎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。
★森下こそだてひろば（出張ひろば）★

10/25（火） 10：30～11：45

★深北こそだてひろば★
（出張ひろば）

10/27（木） 14：00～15：00

場所：深川北スポーツセンター

1Ｆ研修室
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

場所：森下文化センター
3Ｆ 第二・第三会議室

10/26（水） 14：00～15：00

10/3（月） 10：00～11：45
10/17（月） 10：00～11：45

10/7（金）
10/14（金）
10/28（金）

11：00～14：00
11：00～14：00
11：00～14：00

お待ちしています！

時間を設けています。
みんな遊びに来てね♪

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。

すこやか成長記録
14:00～15:00

すこやか成長記録

［ベビーマッサージ］ １週間前の 10：00 から予約受付です

