みんなでつくる子育てひろば

深川北みずべかわらばん
新年

２０１2、1 月号 ＮＯ.90

あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。

音の風景
街には門松が立ち、お正月らしい風景になりました。お正月といえば我が家には必ずピ
ーヒャラ、ピーヒャラのお囃子とともに獅子舞がやってきたことを思い出します。町会で
呼んでいたようですが、遠くからお囃子が聞こえると、怖くて隠れても結局は親に呼ばれ
て獅子に頭をかまれることのなるのでした。
日本には昔から町にいろいろな音（声）があふれていたと思います。私の地域でも商店
街のさかなやさんや、やおやさんの声。町のお母さんたちの井戸端会議のにぎやかな話声。
お豆腐屋さんのラッパの音にさそわれガラガラと玄関をあける音…などから町の息づか
いを感じました。大人になった私が特に心惹かれる声は、祭り事や祝いの席でうたわれる
「木遣り」です。日常ではなかなか聞くことはできませんが、男衆の声は心にしみる感動
があります。
みずべにも沢山の声がいつもあふれています。「ただいま」と幼稚園帰りのお友だちか
らのあいさつや赤ちゃんを抱っこしたお母さん、お父さんの話し声、先輩ママやボランテ
ィアさんの赤ちゃんを抱っこしてあやす声。
「久しぶりね。おおきくなったわね。
」と会話
がはずみます。
新しい年も、こどもとその家族、地域の方にとって「みずべ」が互いの成長を喜びあい、
共に生きていく仲間の声があふれ、あたたかな息づかいが感じられるひろばであるように
願います。
センター長 佐藤 貴子
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『まど・みちお 詩の本』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
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、

住吉駅

新大橋通り

ご理解とご協力をお願いいたします。

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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エレベータ・エスカレータが有ります

ひととき保育について
ひととき保育が始まってから昨年の 7 月で 4 年目に入りました。お預かりする親子・そして保
育を担って頂く支援士さん、多くの方との出会いがありました。今年はどんな親子との出会いが
あるのでしょう…楽しみです。新しい支援士さんも 1 月から加わります。これからもほっとできる
ひととき保育になるようにしていきたいです。ひととき保育は 1 月 5 日（木）から始まります。どう
ぞよろしくお願いいたします。

◆絵本の紹介◆
わらべうたえほん『あーぶくたった
絵：さいとう しのぶ

』

出版社：ひさかたチャイルド／チャイルド本社

この唄、パパやママも懐かしく思い出しませんか。
わらべうたの歌詞にあわせて、小さなねずみさん家族がおしるこを
つくります。可愛らしいイラストにひきこまれて「まだかな、まだかな？」と
待つうちにこちらまで温かいおしるこを食べたくなってしまう、寒い季節
におすすめの絵本です。
（津田）

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）

○今月は、発達相談・家族相談の日程が変更されています

みずべ 1 月のプログラム
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◎家族相談

13:00～16:00

≪家族相談≫

毎月第１火曜日 13:00～16:00

≪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）
定員：6 名

28

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

10:30～11:45
すこやか成長記録

14:00～15：00
31

専門相談員 渡邉 恵理先生（臨床心理士）

すこやか成長記録

10:30～11:45
◎助産師さんと話そう

毎月第 3 火曜日 13:00～16:00

≪助産師さんと話そう≫

すこやか成長記録

ひろば

11:00～11：30

◎発達相談

13:00～16:00
24

≪発達相談≫

電話；9:00～18:00

専門相談員 都甲 絢子先生（臨床心理士）

21

ひろばちょこっと相談
11:00～16：00

ひろば
お休み

火曜日～土曜日

面接；9:00～17:30

児童会館 休館日

10:00～16:00

どうぞ親子で遊びにいらしてください

≪子育て相談≫

ひろばお休み

9

火曜日～土曜日

7

児童会館 休館日

8

≪あそびのひろば≫

［ベビーマッサージ］ １週間前の 10：00 から予約受付です

14:00～15:00

ハイハイ前までのお子さんが対象です。 定員：8 名

◆12/28(水)～1/4(水)の間、「ひろば」はお休みとなります
年始は 1/5（木）からです。予めご了承ください
◆1/10（火）は、児童会館 休館日の為「ひろば」はお休みです
◆12/28（水）、1/4（水）、1/10（火）は、ひととき保育の予約・電話相談ができます

人数が限られていますので、１回のみの受付になります。
［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。 定員：5 名
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。

パパと自然と遊ぼう
1/１4（土） ９：５０集合
場所： 木場公園 （バーベキューひろば集合）
対象：今年度 3 歳～就学前のお子さんとお父さん

★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

（ファミリーでのご参加 OK！）

1Ｆ研修室

※雨天時は３階学童クラブ室で工作等を行います

定員： １5 組 要予約
★申し込みは 12/26（月）からです

1/16（月）

10：00～11：45

持ち物： 飲み物、ビニール袋、軍手（親子ともに）
講師： 中安敬子(マザーツリー自然学校代表)
★みんなで “たき火・野遊び” をします！
汚れてもいい服装できてね♪

★森下こそだてひろば★
（出張ひろば）
場所：森下文化センター
3Ｆ 第二・第三会議室

1/11（水）
1/20（金）

11：00～14：00
11：00～14：00

みんな遊びに来てね♪

お待ちしています！

