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助産師

●「パン工房くるみ」の
　パン販売

（お昼前30分程）　

専門の相談員に相談できる日 障がい児を持つ先輩ママもいる日

双子を持つ先輩ママもいる日 センター保育士さんもいる日

火 水 木 金 土

広場カレンダー

ラフールへのアクセス

2013 年6月

青葉区地域子育て支援拠点 ラフールは、青葉区の委託を受けて特定非営利活動法人ワーカーズ・
コレクティブ パレットが区との協働で運営しています。　

〒227-0062
青葉区青葉台1-4 6階
　東急田園都市線（ 「青葉台駅」徒歩3分 ）
TEL：045-981-3306
FAX：045-981-3307

●ホームページ
　 http://lafull.net
●駐車場はありません  
●休日／日曜・月曜・祝日・年末年始

外国人先輩ママもいる日

《ラフール広場カレンダー アイコンの見方》

ラフールでは、火〜土(10時〜16時)の毎日「みんなの広場」を開いています
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助産師・保健師
11:00〜
１時間程度

●ふたご・みつご
　集まれ！

11:00〜30分程度
研修室にて

●みんなで話そう
　「子育て中の
　　引っ越し」

11:00〜30分程度
研修室にて

●みんなで話そう
　「オムツはずし」 13:30〜
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センター保育士
　

●「パン工房くるみ」の
　パン販売

（お昼前30分程）　

●「公園へGO!」

10:30〜
1時間程度

●「公園へGO!」

10:30〜
1時間程度

●「公園へGO!」

10:30〜
1時間程度

●「公園へGO!」

●意見交換会の参加方法…約１０名で交流会を行います。受付か電話で申し込みをしてください。

11:00〜
14:00

臨床心理士

　お昼前のひととき
　フルート・キーボード
　の生演奏

♬♫ ♪

♪ ♬ ♫

6月24日（月）…子育てサークルリーダー交流会 （10：00～11：30）
ラフールの広場はお休みですが、交流会があります

意見交換会

意見交換会

11:00〜
１時間程度

●妊婦さんとその
　家族、集まれ！

11:00〜40分程度
●夏の子育て

保育士

子育て講座

ラフリンピック
（春のミニ運動会）
１回目/11:00〜
2回目/14:00〜
各回40分程度
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ラフールってこんなところ Part3
◆ラフママの子育て何でもトーク
◆いっしょにつくろう

生活習慣
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ぽぽんぴ ぽんぽん/ 福音館書店 

作：松竹いね子、絵：ささめやゆき 

みんなはおへそがどこにあるか、わかるかな？ 

『ぽぽんぴ ぽんぽん』という不思議でリズミカルなフレーズが楽しい絵本です。 

お風呂に入った時は是非親子でおへそ探しを楽しんでみてください！ 

０歳から楽しめます。 

「そろそろ 3歳になる息子はトイレトレーニング中。いつも『うんちは出る前に言ってね!』と教えて

います。先日、息子と散歩していると、近所の方とお散歩で来ていた犬が道でウンチをしているの

を発見！！息子はすぐさまに近くに駆け寄り、犬に向かって息子が一言。『ウンチは出る前にいう

んだよ～。』」(milk) 
「先日娘が雨上がりの水たまりで足をパチャパチャ。喜んで遊ぶ姿を見るのは嬉しいのですが、こ

の遊びに限っては…。6 月号が発行される頃は水たまりで泥んこまみれかもしれません。」(Ｆ)  

ラフールってこんなところ 

プラ板 18×6.5cm（長方形のしおりにするなら・・・） 

油性ペン 

ひも 

アルミホイル、穴あけパンチ、はさみ 

図鑑など厚い本 

材料 

作り方 

ラフール紹介の最終号になります。 

今回は子どもたちの大好きな「おもちゃ」と「絵本」 

保護者の方の利用される「情報コーナー」の紹介をします。 

窓に面して、"情報の棚"があります。 

青葉区を中心とした子育て広場やイベント

等の育児支援情報、一時預かり、サークル等

の冊子やチラシが地域別ファイルや引き出

しに整理されていて、自由に閲覧できます。 

また、受付にはパソコンがあり、インターネッ

トで情報を見ることができ、ラフールのホー

ムページも見られます。 玄関前にも育児情

報のチラシが並べられていますよ。 

１～２歳児に人気のおもちゃ 
 

A ミニカーや車 

たくさんの種類の働く車、ミニカーがあります。大きさも動きも色々な

ので子供たちはみんな大好きです。 

B 引っ張って歩くおもちゃ 

アヒルやイモムシなど面白い形をしています。カタカタと音が出るもの

もあるので、夢中でひっぱっています。覚えたてのあんよも上手になる

かな。 

ブロック 

カラフルなブロックはいつだって夢中になれるおもちゃです。一緒に遊

んでいるママも真剣になってしまいます。 

C ころころ動物 

レールの上におもちゃを置くと・・・・クルクル回りながら左右の坂を下り

ていきます。お友達が遊んでいると、つい次はわたしが・・・と手を出し

たくなります！（車のタイプもあります。） 

お水お絵かき 

布の上にお水の入ったペンで絵が書けます。お水なので手も、お洋服

も汚れる心配なし！の優れもの。 

思う存分、広いところに絵を描いてね～。 

大きい子に人気のおもちゃ 

 

D バランスボール 

またいで乗ってよし、コロコロ転がしてよし！ 

E 歯車のパズル 

つまみを回すとお花がくるくる！自由な発想で組合せてみてね。 

F スイス製不思議な積み木 

ちょっとずらして積んでいき、手をはなし、地面をドン！とたたくと、 

見事に壊れます。できたら拍手！ 

G 木製パズル 

ピタリとはめた時の達成感だけでなく、パズルピースと台 

のイラストに仕掛けがあり、想像力をかき立てられます。 

小さなお子さん向けの絵本はもちろん、ママ向

けの読み物や大きいお子さんも楽しめる図鑑

やかるたなどもあります。 

おうちではなかなか読めない大型絵本や紙芝

居が人気ですよ。随時、ラフールニュースの「え

ほんのじかん」で紹介している絵本も棚に追加

しているので、記事を読んで気になった本があ

れば、ぜひ手にとってみて下さいね。 

おもちゃの棚 

 絵本の棚 

情報コーナー 

プラ板でしおりつくり 

① プラ板を作りたい大きさに切り、好きな絵を描きます。描き終ったら、穴あけパ

ンチで穴をあけておきます。 

② アルミホイルにプラ板を置き、オーブントースターで１～２分あたためます。大

きくそりながら縮みます。 

③ 冷めないうちにお箸などで取り出し、本などで押さえ、そりをなおします。 

《注意》 

オーブントースターに入れるとき、ぐしゃぐしゃにしたアルミホイルの上におくと裏

にしわが入ります。焼き上がりは熱いですので、お気を付けください。 

父の日のプレ

ゼントにいかが

ですか？ 

ラフールはもちろん、地区センター、図書

館の絵本コーナーなど、室内で過ごせる

ところに出かけるのが、部屋も散らから

ず親は一番ストレスなく遊ばせられる気

がします。 

 

『親子ふれあい体操』のポスターを写真にとって、

プリントアウトして壁にはっているので、 

その真似をして、ママが寝転んで子どもを 

持ち上げ、ヒコーキ！なんてやって、 

きゃっきゃと喜んでもらっています。 

 

 

我が家では、押入れを開放して基

地作りをして遊ばせています。 

もちろん、いつもは押入れで遊ぶ

のは禁止！（笑）クッションやレジャ

ーシートで上手に基地を作ってい

ます。狭いところが大好きな子供

たちにはワクワクのようです。 

 

まだ小さいので、こんなことをしています 

・家の中で、かくれんぼ、追いかけっこ(ズリバイ＆ハイハイ期) 

・ボールを転がして、ママと競争(わざと負けたりしてます) 

・指人形(なければぬいぐるみでも可)で「なんちゃって人形劇」   

子どもと一緒にお菓子作り♪

いつもは慌ただしいクッキン

グタイムですが雨の日は他

にやる事がなく、時間に余裕

がありますよね。じっくり、お

料理の仕方を教えてあげる

チャンス！一緒に作るとママ

もお子さんも美味しさ楽しさ

倍増ですよ！ 

 

 

シールを渡すとひたすら貼り続けま

す。集中力がつくかも？100 均など

で売っている丸いラベルシールがは

がしやすくはりやすくおすすめで

す。あと、付録やおまけなどで手に

入るシールをストックして外遊びが

出来ない時に遊ばせています。 

 

 

わたしは部屋の片付け、

整理や・掃除を念入りにし

ます。野菜など下準備し

たものを作りおきしてま

す。(離乳食も) 

 

ねぇ、みんな。雨の日何してる？ 

子どもも長靴をはい

たり傘を持つのが大

好きなので、ウキウ

キ。小雨だったら、長

靴＋レインコートで、

みずたまりに入って、

びっしゃびしゃ…して

遊んでま～す。 
 

雨の日はぐずぐずすることが多か

ったので、赤ちゃんのときも抱っこ

で少し散歩したり、ベランダに出た

り、外の空気を吸って気分転換を

よくしていました。 

 

ラフママとは・・・ 
ラフールに来ている 

ママの略称です 

 

 いつもの遊びが、お母さん・お父さんのひと工夫で大変身！ 

 いつも広場中央に置いてあるウレタン製積み木。 四角く囲んでお家にしたり、お店屋

さんにしたり…。 それだけでも楽しい場所。 でも、お母さん達のナイスなアイディア

が加わると更に楽しそう。 ひたすら並べて「おっとっとっ…」と一本橋を歩く 2 歳児。 

ママも一緒に一本橋。 一緒にあそぶ大人が一人いるだけで魅力が倍増するのでしょう

か、一本橋には子どもたちの行列ができました。 

 

 車好きの 1 歳男児は、ママ手作りのガタガタ高速道路でミニカー運転に夢中。積み木の

くぼみや円形部分を使って作ったガタガタ道路やすべり台道路を走らせます。「ガタン

ゴトン」「シュー、ストン」お母さんの効果音が加わって・・・お子さんの「好き」を

一緒に楽しむお母さんの姿がありました。 

 

 ラフールでは、お子さんはもちろんのこと、お母さん・お父さん方に、遊ぶことの楽し

さや発見した時のワクワク感を思い出してほしいな・体感してほしいなと思いながらオ

モチャや絵本を選んでいます。 お母さん・お父さんもいっしょに遊んで楽しんでいって

下さい。 

 

 広場よりお知らせ 

今までラフールニュースで紹介された絵本を集めた『ニュースで紹介された絵本コーナ

ー』を作りました。よかったら、絵本を開いて見てみて下さい。大人も楽しめる 

絵本ばかりです。 


