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「あやす」って？ つづき
先月、「あやす」をテーマに巻頭言を書きましたが、紙面が足りず、今月号も続けての内容となりま
す。前回は、柴田愛子さんの講演内容をお伝えしましたが、今回は保育士を目指している学生さんた
ちとのやりとりをお伝えできればと思います。 学生さんたちに講演の話をし、「もしみんなが、電話で
．．．
相談をうけたとして、あやすって どうやって伝えますか？」 と投げかけてみました。あやすの辞書的
な意味を伝える方や、「だっこして、やさしく声をかけてください」といったことを言ってきた学生さんもい
ました。 その後学生さんたちと一緒に考えたことは、感覚的なことについては言葉で伝えるのは難し
い。といったことでした。今は育児雑誌にそのようなことは載っていますし、インターネット上でも様々な
．．．
情報が載っています。動画サイトで少し調べてみましたが、大手の動画サイトで、あやすと入れて検索
．．．
をすると、トップに出てきたのは、赤ちゃんに見せてあやすという動画でした。少し驚きましたが、あやし
．
方と入れて検索をすると、東京都の助産師会で作成している動画がトップに出てきました。動画サイト
を紹介する？と聞きましたが、学生さんたちははてさてどうしたものか？と思案顔でした。そんな学生さ
んたちに、授業の中で私が伝えたことは、「ひろばは人と人とのつながりの中、感覚的なことも含め、
実感することができる場なので、『一度遊びにきてみませんか？』とお誘いしています」ということでし
た。
今年度、亀戸、住吉と 2 つの子ども家庭支援センター・子育てのひろばが増えました。南砂に限ら
ず、身近な方にも声をかけていただき、出会いの場、交流の場として身近なひろばをぜひご活用いた
だければと思います。
センター長 新澤拓治

《あそびのひろば》
☆利用者の多密化を防ぐため、事前予約制とさせていただいています☆
11 月より、週 1 回までの利用制限がなくなりました。（江東区民の方限定となっております）
利用時間 ： 午前 10:00～12:00、午後 14:00～16:00 （火曜日～土曜日）
予約方法 ： 利用したい日の前日、9：00～16：00 電話にてお申し込み下さい。
・親子共に発熱・咳等の風邪症状がないかを確認の上、お越しください。
・ひろばご利用の際はマスクの着用をお願いいたします。
※定員に空きがある場合は、当日でも事前にご連絡いただいた上で
利用ができます。お電話にてお問合せください。

【江東区子育て情報
ポータルサイト南砂】

↓ ↓ ↓

題名：
「あめふりさんぽ」
作 ：江頭路子
出版：講談社

今月のわたしのお気に入り
娘達がまだ小さい頃、私は雨が降るのが憂鬱でした。傘をさしな
がら、大きな荷物を持って、上の子と手をつなぎ、下の子を抱っこし
て…。そんな時、上の娘にレインコートと傘と長靴のセットを貰いまし
た。可愛いリンゴ柄のレイングッズに、娘は大喜び。長靴で水たまり
をバシャバシャと歩くのが、雨の日の楽しみになりました。
もうすぐやってくる梅雨を楽しめる絵本になるといいなとこの絵本
を紹介します。カタツムリを探したり、雨音を楽しんだり…。
皆さんも雨の楽しみ方、見つけてみて下さいね。
(武藤)

今年度は‥
みずべで絵本タイム♥
区立図書館から
季節の絵本が届きます！

「同じくらいの親子さんと知り合いたい！」
「交流したい！」というお母さん達の声に応
えて、年間を通して年齢別のプログラムを
企画していきたいと思っています！

第 2 弾は「まてまて Baby（1 歳さん）」

次回 夏の絵本は
7 月下旬頃を予定しています！

日時：6 月 17 日（金）10：30～11：30
場所：体験学習室
対象：1 歳のお子さん（第 1 子の方優先）
定員：6 組程度
申込：5 月 27 日（金）～

《 ひとときコラム 》
R ちゃんはひろばも好きですが外遊びも大好きです。その日は早く
から外に出て水を運び、砂場には茶色い水たまりが出来ました。す
ると R ちゃんと保育者でお店屋さんごっこが始まりました。「いらっし
ゃいませ。コーヒーはいかがですか？」「お勧めはどれですか？」「お
勧めはこちらです。」とコーヒーを作ってくれました。また、プリンカップ
に砂を入れて「アイスです。いちごジャム、みかんジャムもあります
よ。」とお洒落なメニューも登場。2 時間近く砂場で盛り上がっていま
した。 水を触ると気持ちいい季節です。
砂場でどろんこ遊び、皆さんも一緒にやってみませんか？

【退職職員のお知らせ】
4 年前に初めてみず
べに来てから、毎日が
楽しく、こどもと過ごせる
事が幸せでした。子ども
達から名前を覚えて呼
んでもらえたことが嬉し
かったです。
ありがとうございました。
ひととき保育 伊加百合子

お知らせ
※ お誕生日月に遊びにいらしたお子さんへ、お誕生日カードをプレゼントしています。
※ ひろばに遊びにいらした際には身長・体重測定ができます。お気軽にお声かけください。

江東区南砂子ども家庭支援センター“みずべ”
〒136-0076 江東区南砂3-14-1-101 （指定管理者：社会福祉法人雲柱社）
ＴＥＬ03-5617-8106 ＦＡＸ03-5617-7773 （児童虐待ホットライン ＴＥＬ03-3646-5481）
Ｅｍａｉ：minamisunakosodate@ka.baynet.ne.jp URL:http://koto-kosodate-portal.jp/mizube/

相談
子育て相談
子育ての悩みや不安、こどもの成長発達についての心配がありましたら、いつでもお電話、
あるいはスタッフに声をかけて下さい。一緒に考えて行きましょう。
月曜日には相談室を設けております。（事前予約制）
月曜日～土曜日 ・面接 9：00～17：30
・電話 9：00～18：00

専門相談
◎発達相談
専門相談員による個別の発達相談を行っ
ています。 （事前予約）
専門相談員 秋田彰子先生（公認心理士）
6月18日（土）13：30～

◎家族相談
家族の相談、お母さん自身の悩みなどに
ついての相談です。（事前予約）
専門相談員 龍野陽子先生
6月14日（火）13：30～

◎すこやかマンデー
6月13日（月）10：30～12：00

助産師さんの個別相談

助産師さんの元気講座

6月2日（木）14：30～

6月3日（金）10：30～11：30

おもに発達に心配のあるお子
さん、しょうがいのあるお子さん
親子を対象にしたプログラムで
す。ゆったりとしたひろばで思
いっきり遊びましょう。

お子さんの育ち、お母さんの身
体やおっぱいの事など個別に
相談できます。
・助産師： 桑原 新さん
松井聡子さん
・定 員 ： 3組（お一人20分）
・申 込 ： 5月12日（木）～

自分でできる身体のメンテナン
スのしかたを学びませんか。
・対 象 ： ハイハイ前の
赤ちゃんとお母さん
・助産師 ： 坂田やい子さん
・定 員 ： 5組程度
・申 込 ： 5月13日（金）～

わらべうた

ようこそみずべ
6月15日（水）15：00～

マタニティヨガ

～親子でほっとタイム～

6月29日（水）10：30～11：30

6月7日（火）10：30～
ふれあい遊びを親子で楽しみ
ましょう。
・講 師 ： 久津摩英子さん
・定 員 ： 6組程度
・申 込 ： 5月17日（火）～

初めてみずべを利用する方の
為の時間です。プログラムの紹
介などスタッフが丁寧にご案内
します。
・対 象 ： 1歳位までの
赤ちゃんと保護者
・定 員 ： 6組程度
・申 込 ： 5月25日（水）～

ゆったりとした呼吸と一緒に動
いていきます。
・対 象 ： 安定期の妊婦さん
（医者と家族の了承を得ている方）

・講 師 ： 荻野亜紀子さん
・定 員 ： 4名
・申 込 ： 6月8日（水）～

《リフレッシュひととき保育》
ひととき保育の利用には登録が必要です。登録面接も事前予約制となっています。
： 月・水曜日 10：00～12：00 14：00～16：00
予 約 方 法 ： 面接希望日の前日 9：00～16：00 （金曜日・火曜日）
お電話にてお問合せください。
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『センサリーボトルを作ろう!』
日時：6/28（火）10：30～
定員：5組程度
申込受付：6/7（火）10：00～

おはなし会
14：30～

出張ひろば
◎砂町子育てひろば
①6/2 ②6/16 木曜日10：00～11：30
・申込：①5/19 ②6/2 10：00～
・場所：砂町区民館（北砂４－７－３ ）
・定員：６組程度

◎亀高子育てひろば
①6/9②6/23 木曜日10：00～11：30
・申込：①5/26 ②6/9 10：00～
・場所：亀高地区集会所（北砂6丁目亀高公園内）
・定員：６組程度

＊感染拡大の状況により中止となる場合があります。
《講座参加 申し込み方法》
◎印の講座は事前に申込みが必要です。月曜日から土曜日の 10：00～16：00 に窓口か電話で
お申し込み下さい。
原則３週間前から受付ます。

