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、7。8 月号 ＮＯ.85

沢山の力に感謝
ケーキと淹れたてのコーヒーを味わいながら「ゆっくり座ってケーキを食べるなんて久
しぶり」とホッと一息。テーブルの傍では、こども達が保育ボランティアさんと遊んでい
ます。ひろば喫茶の日は、くつろぎのひとときです。現役のみずべママで構成されるケー
キサークルの手作りケーキは“プロ並みの美味しさ”と毎回好評です。
（この喫茶は、９月
からの耐震工事に伴う移転により今年度は 6 月をもってしばらくお休みとなりました。）
先日のリサイクルバザーは、沢山の方においでいただきました。近隣の幼稚園のご協力
もあり多くの品物が集まりました。品物の提供、当日買いに来てくださった方や、地域の
ボランティアさんに感謝します。特に委員の方々（有志のお母さん）はポスター作成から、
当日の売り場整理や会計まで担い、楽しいバザーを提供してくださいました。
他にもひろばでは、おはなしかい、英語で遊ぼう、ハンドトリートメント…などたくさ
んのみずべママやボランティアさんが活躍しています。みずべは、今まさに子育て中のお
母さん、お父さん、そして地域の子育て応援団までのたくさんの力が集まる「みんなで創
る子育てひろば」です。
今月の「ファミリーデー」は、年に一度、家族で手形をとるプログラム、午前中にはプ
レママ対象のプログラム「プレママもママも

おいでよみずべへ」があります。近隣でこ

れからお母さんになる方がいらっしゃいましたら是非、声をかけて一緒においで下さい。
センター長
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リサイクルバザーへのご協力ありがとうございました！
6/27(月)に行われたバザーは大盛況でした。今回のバザーを企画してくださった方、品物を提供し
てくださった方、お手伝いしてくださった方、当日バザーに訪れてくださった方、ありがとうございました。

収益金 46,180 円（義援金 4,200 円含む）は、ポスターでもお知らせしたとおり、
東日本大震災への義援金として、日本ユニセフ協会へ全額寄付させていただきたいと思います。
また、まだ少し品物がありますので玄関で自由にご覧ください。

日時： ７/４（月）

すこやかＭＯＮＤＡＹ
10：30～12：00

おもに、発達に心配のあるお子さん、障碍のあるお子さんの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

震災で江東区に避難されている方へ
東北地方の地震により江東区に避難しているおやこも、「ひろば」と「リフレッシュひととき保育」が
利用できます。どうぞ、みずべに遊びに来て下さい。
詳しくは、ＨＰをご覧になるか、各センターにお問い合わせください。

忘れ物はありませんか？？
現在みずべには、多くの忘れ物が残っています。気付いて取りに来る方もたくさんいらっしゃ
いますが、それ以上に、取りに来てくれるのを待っている忘れ物もたくさんいます。
そこで、今月から「すこやか測定」の 4 日間に渡って、玄関に過去 2 カ月間の忘れ物を展示
することにしました。忘れた日から 2 カ月間は展示しますので、ご自分の物がありましたら、
スタッフにお声をかけてください。
なお、2 か月経っても持ち主が出てこない落とし物につきましては、耐震工事での一時移転も
ありますので、こちらで処分させていただきます。ご理解・ご協力をお願いいたします。

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://www.kotomizube.ne.jp
（指定管理者：社会福祉法人 雲柱社）

みずべ 7 月のプログラム
日

月

火

水

木

金
1

2

8

9
ファミリーデー

※ ７月８月のハンドトリートメント・８月のベビーマッサージはお休みします

3

4 相談室
ひろば
お休み

10 11 相談室

5

6

おはなしかい

ふたごちゃんのつどい ◎グループ懇談⑤
11：00～11：45
10：15～12：00

合同あおぞらひろば

13

15

11：00～11：30

7

13:00～16:00
12

14
10:15～12：00

19

20

16
11:00～11：30

にこにこひろば
14：30～15：00

10：30～11：40

10：30～11：45
14：00～15：00

お誕生日会

◎ベビーマッサージ

◎柴田愛子さん
講座

17 18

11：00～11：45

◎家族問題相談

22

13：30～14：30
23

英語であそぼ
11：00～11：30

24 25 相談室

おはなしかい

13:00～16:00
26

13：30～14：00
27

7/9(土) 10：30～11：45
14:00～15:00
『“みずべ”ってどんなところ？』
お父さんをはじめ、おじいちゃん、おばあちゃんにも
“みずべ”を知ってほしい！一緒に遊びに来てほしい！
そんなきっかけになればと思い、“ファミリーデー”を
行います。
毎年好評の手型コーナーもあります。

◎パパとカプラタイム

21

◎発達相談

ファミリーデー

土

28

29

すこやか成長記録

そして、妊婦さんのご家族にも、ぜひ来てほしい！
今年は沐浴やおんぶひもの実演コーナーもあります。
ご家族・お友達をお誘いのうえ、みんなで“みずべ”
に遊びにきてください。

30

すこやか成長記録

ひろば

10:30～11:45

お休み

◎助産師さんと話そう

すこやか成長記録

14:00～15：00

14:00～15:00

すこやか with 栄養士さん

10:30～11:45

14:00～15:00

◎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

合同あおぞらひろば
7/8（金）11：00～11：45

「愛子さんに聞こう子育てのつぼ」
7/１1（月）10：30～11：40 ★申込は 7/1（金）からです

神愛保育園の子育てひろば
“ひだまり”との合同あおぞら
ひろばです。
今回は「水遊び」。
サンダル・着替え・タオル・防虫
対策を忘れずにご参加ください！

すこやか成長記録
With 栄養士さん

7/27（水）14：00～15：00

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

「すこやか成長記録」の

対象：今年度３歳以上の年齢のお子さんの保護者

時間に、神愛保育園の

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

※雨天中止です

皆さんも、愛子さんから元気をもらいませんか。

★７月８月の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

7/4（月）
8/1（月）

1Ｆ研修室

10：00～11：45
10：00～11：45

みんな遊びに来てね♪

栄養士さんに来ていただ
いて、ひろばでお話や相談
ができます。
お気軽にお越しください。
※予約はいりません

※９月は、耐震工事に伴う一時移転のため、
「深北こそだてひろば」はお休みとなります
ご理解・ご協力をお願いします

みずべ 8 月のプログラム
日

月

火

1 相談室

水

2

3

木

≪あそびのひろば≫

金

4

6

ひろば

≪子育て相談≫
◎家族問題相談

お休み

7

10:00～16:00

どうぞ親子で遊びにいらしてください

土

5

火曜日～土曜日

面接；9:00～17:30

13:00～16:00

8 相談室

9

10

11

12

電話；9:00～18:00

月曜日の相談は事前にお申し込みください。

13

≪発達相談≫

ひろばお休み

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 15 相談室

16

17

18

19

≪家族問題相談≫

20
お誕生日会

ひろば

11:00～11：30

お休み

21 22 相談室

◎パパとカプラタイム

≪ひろばちょこっと相談≫ 木曜日(月１回 不定期) 11:00～

13:00～16:00
23

13：30～14：30
27

専門相談員 田島 昌子先生（臨床心理士）

26

ひろば

田島先生の
ひろばちょこっと相談

すこやか成長記録

お休み

11：00～15：00
すこやか成長記録

24

30

≪助産師さんと話そう≫

10:30～11:45

毎月第４火曜日 14:00～15:00

助産師 廣田 真里さん

14:00～15:00

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

31

ハイハイ前までのお子さんが対象です。

すこやか成長記録

10:30～11:45

ひろばお休み

専門相談員 都甲 絢子先生（臨床心理士）

◎発達相談

25

28 29 相談室

毎月第１火曜日 13:00～16:00

◎家族問題相談

すこやか成長記録

13:00～16:00

14:00～15:00

人数が限られていますので、１回のみの受付になります。

９月分です

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
今年度、深川北子ども家庭支援センターの耐震補強工事を実施することとなりました。工事期間中は一時的に移転して事業を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、
ご理解ご協力をお願いいたします。

期間(予定)： 平成 23 年９月５日（月）～平成 24 年３月１８日（日）
移転先： 江東区児童会館（住吉 1-9-8） 2Ｆフロア
開設日時：

◆ひろば

※移転準備に伴い、期間の前後数日間は休館いたします

火曜日～土曜日 １０時～１６時

◆リフレッシュひととき保育
※登録日

木曜日

火曜日～金曜日

９時～１２時 // １３時～１７時

（3 時間以内）

※月曜日は児童会館がお休みの為、電話相談・ひととき保育電話予約のみとなります

出張ひろば（森下文化センター）について
場所：森下文化センター

3Ｆ 第２・第３会議室

出張ひろば（深川北スポーツセンター）について
今まで通り行います

※詳細については、９月かわらばんをご覧ください

