みんなでつくる子育てひろば

深川北みずべかわらばん

２０１2、5 月号 ＮＯ.94

さつきの季節
４月初め、みずべの玄関にイモリを見つけました。イモリはしっぽを切って逃げるというの
で「そーっ」と捕まえたものの、やっぱりしっぽを切り逃げられてしまいました。それでもな
んとか捕まえて外に逃がしながら、この小さな来客にクスリと笑ってしまいました。トカゲの
訪問もつつじや山吹、ひばりの鳴き声と同じように季節の訪れを知らせてくれたのかなと思う
と嬉しい出来事でした。しっぽが元に戻ったらまた、あそびにくるのかな…。
４月入園入学、進級したこども達も少しずつ新しい生活になじんでくる頃でしょうか。新し
い園服で「ただいま」と帰ってくる姿は、街中の草木の芽ぶきの様子とも重なり、まぶしく頼
もしく思います。保育園・幼稚園の環境に保護者の方も緊張しながらのスタートだったかもし
れませんが、お迎えの時のこどもの笑顔や様子を聞いて、わが子の成長を感じたこともあった
ことと思います。５月、好きな先生やお友だちのなかで、お気に入りの遊びを見つけ、こころ
ゆくまで遊びながら自分の世界をひろげていくのでしょう。
ひろばでは、ボランティアさんがいつもあたたかいまなざしでこども達の成長を見守ってく
れています。赤ちゃんを抱っこしたり、工作を教えて下さったり、すこやか成長記録のサポー
ターとして…。地域に子育ての応援団がこんなにもたくさんいて、支えて下さっていることに、
先日のボランティア感謝会で改めて思い感謝でした。
「みんなでつくるみんなの“みずべ”」を
合言葉に共に育て、育ち合っていきたいと思います。
佐藤 貴子
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ドロップよ

詩集 『えいご・まどさん』より

入園（入学）おめでとうの会

報告

3/28（水）11：00～11：45
今年４月に入園・入学する子どもたちをお祝いしまし
た。総勢７０組近い親子が集まり、一人ひとりの成長を
喜びあいました。ボランティアさんもお祝にきて下さ
り、紙芝居やおはなしをプレゼントしてくださり賑やか
な会となりました。
入園してもみずべに遊びにきてくださいね。

ボランティア感謝会

報告

4/16（月）

いつもみずべを支えてくださっているボランティア
さんの感謝会を開きました。深北みずべは、現在 25 名
ほどボランティアさんが活躍していますがそのうち 19
名がお集まりくださいました。いつもひろばのこどもた
ち、保護者のみなさまをあたたかなまなざしで支えて下
さっていることに改めて感謝です。ひろばのボランティ
アさんは、ピンクのエプロンをしています。これからも
よろしくお願いいたします。
～

スタッフ紹介

よろしくお願いいたします

～

佐藤貴子・波多野まゆみ・木原富美子・植草奈津子・花島由利子
＜新しい職員紹介＞
江東区東陽子ども家庭支援センターから来ました。
木原

富美子です。体を動かすこと、こども達と遊ぶこと

が大好きです。沢山遊んで下さいね。どうぞよろしくお願
いいたします。

狛江市子ども家庭支援センターから来ました
植草

奈津子です。こどもたちといっぱい遊んで、お母さ

ん・お父さんとたくさんお話ししたいです。よろしくお願
いいたします。

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://koto-kosodate-portal.jp/mizube/
（指定管理者：社会福祉法人 雲柱社）

≪あそびのひろば
あそびのひろば≫

みずべ 5 月のプログラム
日
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木
3

どうぞ親子で遊びにいらしてください

金

土

4

5 相談室
ひろば
お休み

6

7 相談室

8

ひろば
お休み

13 14 相談室

15

20 21 相談室

10

11

12

◎ﾊﾝﾄﾞﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄ
10：：30～12：00
おもちゃ病院
13：：30～15：30

◎ベビーマッサージ

◎グループ懇談②
グループ懇談②
10：15～
～12：00

お誕生日会

16

17

すこやか成長記録

14:00～15:00
22

10:30～11:45
おはなしかい
すこやか成長記録
13：45～14：15
14:00～15:00
23
24

27 28 相談室

◎助産師さんと話そう

19

すこやか成長記録

◎パパと自然と遊ぼう

10:30～
～11:45

9：50～12：30

29

電話：9:00～18:00

子育ての悩みや不安、こどもの成長・発達についての心配など
がありましたら、いつでもお電話、あるいはスタッフに声を
かけてください。一緒に考えていきましょう。
月曜日には相談日を設けていますので、事前にお申込みください。
臨床心理士による個別相談も受けております。

毎月第１火曜日 13:00～16:00

前もってお申込み下さい。

≪ひろばちょこっと相談≫ 金曜日(月１回 不定期)
こどもの心の育ち、親子関係についての相談

25

前もってお申込み下さい。

26

≪助産師さんと話そう≫

毎月第４火曜日 14:00～15:00

定員１０名 要予約

にこにこひろば

14:00～15：00 14：30
30～15：00
30

面接：9:00
9:00～17:30

家族の問題、お母さん自身の悩み等についての相談

18

◎グループ懇談
グループ懇談③
10：15～
～12：00

ひろば
お休み

11:00～11：30

≪子育て相談≫

≪家族相談≫

すこやか成長記録

ひろば
お休み

9

10:15～12：00

火曜日～土曜日 10:00～16:00

赤ちゃんの健康（授乳・離乳食・便秘・機嫌等）

31

《お知らせ》

5/14（月）午前
（月）午前

ひろば

お母さんの健康（産前産後の体調・おっぱいケア等）

館内消毒後の清掃のため

ひととき保育・登録は、お休みします。

お休み

（※ 午後は通常通り行います）

気になることをグループでお話ししましょう

［ベビーマッサージ］

一週間前の 10：00 から予約です

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。
◎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。
父親・母親講座

「愛子さんに聞こう子育てのつぼ」
5/21（月）10：30～11：45
）からです
★申込は 5/7（月）からです
講師：柴田愛子さん（りんごの木こどもクラブ代表）
著作：「それは怒ることではありません」
「もっと話したい子育ての楽しさ」等 多数
対象：今年度３歳以上の年齢のお子さんの保護者

お子さんの保育定員 １５名

（※予約が必要です ）

★大人のみの参加であれば、
お子さんの年齢は問いません
★ハイハイ前のお子さんのお母さんは、
抱っこで聞くことが出来ます

おもちゃ病院

パパと自然と遊ぼう

5/9(水) 13:30～15:30

～カレーを作ろう！～
5/１9（土）

９：５０集合

おもちゃのお医者さんが
みずべにやってきます。お
家のおもちゃで、壊れてお
休みしているものがあった
ら、診てもらいませんか？

場所：都立木場公園

※オモチャは当日お持ちください

定員：１
定員：１0 組 要予約

※費用は無料ですが、部品を取
り換えた場合、部品代をいただく
ことがあります

ので、１回のみの受付になります。
ので、１回のみの受付になります。定員
10 名
また、年に数回 土曜日にも行います。パパもご参加ください。

［ハンドトリートメント
［ハンドトリートメント］
一週間前の 10：00 から予約です
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。

バーベキュー広場
対象：
対象：今年度３歳以上の
お子さん＆お父さん
（ファミリーでのご参加 OK！）

★申し込みは 4/28（土）～

にこにこひろば
5/23（水） 14：30～15：00
14

★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

２階学童クラブのおにいさ

1Ｆ研修室

ん、おねえさんが遊びを考え

5/7（月） 10：00～11：45

皿＆ｽﾌﾟｰﾝ・
皿＆ｽﾌﾟｰﾝ・防虫対策、お米、敷物

て、みずべの子どもたちと 遊

今年度も、たくさんのご来所を

講師：中安敬子

び、ふれあう時間です。

お待ちしています

持ち物： 飲み物、軍手(親子共)、My お

(マザーツリー自然学校代表)
★汚れても良い服装で来てくださいね

あそびにきてくださいね。

