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ることを/たいせつに認める/やさしい風です』―『子どもと森に出かけてみれば』より（写真・ことば/小西貴士）
―先日、写真家でもあり保育者の小西さんを雪深い清里に訪ねました。その日はあたたかい日と言っ

ても雪の積もった森はさすがに寒い！と感じましたが、こどもたちは森の中でソリ滑りをしたり、
川にはった氷を触ってみたり…。木の枝から下がる蔓にぶら下がりターザンロープのように遊んだ
り…と森の冬の恵みに抱かれ、ゆったりとした時間を楽しんでいました。自然の中に入り、こども
とともに森を歩いてみると自分の心の中が柔らかくなっていくような感じがします。夕方近くにな
ると、こどもたちに風がビューと吹いて「もう帰る時間ですよー。また、あそぼうね」と知らせま
す。そんなこどもたちの姿を小西さんによるスライドショウ「子どもと森に出かけてみれば」と「お
はなしかい」で紹介します。ぜひ、ご参加ください。（詳しくはチラシにてご覧ください）
都会にいても、自然からの恵み、声、風を感じながらこどもも大人も過ごしたいなと思います。
都会の春を探しに親子で出かけましょう。春はそこまで来ています。
今年は、各地で例年にない豪雪のニュースが報じられ、また、昨年 3 月の震災から 1 年が経とう
としています。私たちに出来ること、これから私たちは何を大切に、どのように生きていくか改め
て考えていこうと思います。
耐震工事も予定通り進み、住吉での深北みずべも残りわずかとなりました。去年の 9 月から沢山
の新しい出会いに感謝です。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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ひよこが うまれた

ひよこが うまれた

ぴよ ぴよ

ほんとうに うまれた

ぴよ ぴよ

せかいじゅうの ほしが

ぜんぶ ともって

わらった

ひよこが あるいた

ぴよ ぴよ

ほんとうに あるいた

ぴよ ぴよ

せかいじゅうの はなが

ぜんぶ ひらいて

わらった

まど・みちお詩集より

耐震補強工事完了による移転のお知らせ
昨年 9 月から行われていました、「深川北子ども家庭支援センター」の耐震補強工事が
間もなく完了します。つきましては、江東区児童会館からの移転作業の為、下記の日程で
深川みずべを休館いたします。（みずべ休館中も、児童会館は通常通り開館しています）
休館後の 3 月 23 日（金）からは、深川北子ども家庭支援センター（高橋 14-6）で開所いた
します。
ご不便をおかけいたしますが、ご理解、ご協力をお願いいたします。

休館期間： 平成 24 年 3 月 17 日（土）～平成 24 年 3 月 22 日（木）
※3 月 23 日（金）からは、元の所在地（高橋 14-6）での開所となります

グループ懇談会が始まります
日時：①4/27 ②5/11 ③5/25 ④6/8 ⑤6/22 ⑥7/6
金曜日 10：15～12：00
※10：00 集合となります
場所：2Ｆ学童クラブ室
※お子さんは、1Ｆひろばでボランティアさんによる保育となります。

定員：8 名

要予約 ★6 回連続で参加出来る方★
3/27(金)から予約受付です

カナダの子育て支援プログラム“ノーバディーズパーフェクト”を用いた懇談会です。
子育てをする中で、感じる嬉しいこと、困ってしまうこと、悩んでいることなどを、
お互いの持つ経験やアイデアをまじえてお話ししてみませんか？
ファシリテーターとして、田島昌子先生(臨床心理士)が入ります。

ひととき保育についてのお知らせ
一時移転が終了し、本来の保育時間・登録受付日時に戻ります

〈保育時間〉
〈登録受付日時〉

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

また、移転作業の為、3/19（月）～3/22（木）の期間、ひととき保育・予約をお休みします。

江東区深川北子ども家庭支援センター みずべ
※一時移転先
〒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）

★今月は誕生会の日程が変更になっています。

みずべ 3 月のプログラム
日

火

月

水

★年度末なので、「すこやか成長カード」を返却します。
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金
2

1
5

6

7

3

9

10

10:15～12：00

11 12
ひろば
お休み

≪発達相談≫

◎家族相談

13:00～16:00
13
すこやか成長記録

10:30～11:45
◎発達相談
13:00～16:00

≪子育て相談≫

火曜日～土曜日

面接；9:00～17:30

◎ベビーマッサージ
お休み

10:00～16:00

お誕生日会

8

ひろば

火曜日～土曜日

どうぞ親子で遊びにいらしてください

土
11:00～11：30

4

≪あそびのひろば≫

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）

14
◎ﾊﾝﾄﾞﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄ
10：20～12：00

15

ひろばちょこっと相談
11:00～16：00
すこやか成長記録

すこやか成長記録

16

17

≪家族相談≫

すこやか成長記録

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）

10:30～11:45

≪ひろばちょこっと相談≫ 木曜日(月１回 不定期) 11:00～

14:00～15:00

専門相談員 田島 昌子先生（臨床心理士）

14:00～15:00

≪助産師さんと話そう≫
23

24

定員：6 名

移転作業の為 、3/17（土）～3/22（木）の間 休館となります

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

［ベビーマッサージ］ １週間前の 10：00 から予約受付です

3/23 からは本来の所在地（高橋 14-6）で開所します

ハイハイ前までのお子さんが対象です。 定員：8 名

25 26

27

28

29

ひろば

◎入園（入学）
おめでとうのつどい

お休み

11：00～11：40

◎助産師さんと話そう
14:00～15：00

30

31

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。
すこやか成長記録
3/13（火）10：30～11：45
3/14（水）14：00～15：00
3/15（木）14：00～15：00

入園（入学）おめでとうのつどい
3/28（水） 11：00～11：40
※場所は森下の深川北“みずべ”（高橋 14-6）で行います

★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

★森下こそだてひろば★
（出張ひろば）
場所：森下文化センター

1Ｆ研修室

3/16（金）10：30～11：45

3Ｆ 第二・第三会議室

◆4 月から幼稚園・保育園・小学校に入園（入学）するこどもたち
今年度最後の「すこやか成長記録

をお祝いする会です。対象にあたるご家族は、お申込みください。

（測定）」ですので、

（1 月など途中入園のお子さんも、一緒にお祝いします）

「すこやか成長カード」を返却
します。来年度からは、また新しい
カードになります。

◆会に参加できない方にも ささやかなプレゼントがありますので、
ぜひお申し出ください。
◆ 2/20（月）申込み開始です

3/5（月）

10：00～11：45

たくさんのご利用ありがとうございました！

来年度もお待ちしています♪

3/9（金）

11：00～14：00

森下出張ひろばは、今月で終了です
たくさんのご利用ありがとうございました！

