
対　象：青葉区内で子育て中の母親
                                                          （お子さんの年齢が未就学まで）
参加費：無料   
      お子さんは別室でお預かりしますので、事前にお申込みください。
日　時：4月14日（火）10時～11時15分   (保育受付９時45分）

　　　　  毎月１回、区役所で開催しています。
問合せ：青葉区こども家庭支援課　
           TEL　９７８-２４５６　FAX　９７８-２４２２
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「ひろばはお休み・・・だけど
　　　　今、ラフールではこんなことができます」

「子どものためにしていること、あえてしていないこと・・・ありますか」

みんなとつくるラフール

ひとやすみ(予約制）
 お子さんと離れて、子育てについて本音で話しませんか。
ひとやすみでは、他の人（子育て中）の話を聞いたり、
自分が感じたことを話したりします。
話したくないときには他の人の話を聞くだけの参加でもかまいません。

近くにあるかな？子育てサークル

利用する前に施設の見学と登録が必要です。「見学することで、安心して預けら
れました」「今必要なくても登録しておくことで、何かあったときに連絡してみよ
うと思っています」といった声も聞かれます。各施設のチラシがラフール、ラ
フールサテライトにあります。ご不明な点はスタッフに声をかけて下さい。

つくしんぼ
かるがもサークル
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　青葉区内の子育てサークルを紹介します！親子でお友達を作ったり、季節のイベントを楽し
んだり、ママ同士のおしゃべりで癒されたり…♪　新年度になり、メンバーを募集しています。
まずは見学に行ってみませんか？
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興味のある方、見学希望の方は、各サークルに直接
連絡していただくか、ラフールまでお問合せ下さい
（情報は変更がある場合もあります）

パレット一時預かり保育室
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乳幼児一時預かり事業を知っていますか
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ラフール、ラフールサテライトのひろばは4月13日までお休みが延長になりまし
た。皆さん、どんなふうに過ごされていますか？　
お休み中のラフールは、子どもたちの元気な声が聞こえない、お母さん、お父さ
んたちの笑顔が見られない、がらんとしていてとても寂しいひろばです。

ひろばはお休み、でも子育てにお休みはありません。お家で過ごす皆さんの少し
でも役に立てれば…と、ブログでの発信、絵本の貸し出しを始めました。
ひろばに来られなくても、ラフールを利用する事はできます。
電話での相談、情報提供、子育てサポートシステム等の事務室業務は常にいつ
も通り行っています。

誰かと話したい、聞いてほしい、これでいいのかな…誰もが感じる思いです。
そんなとき、ラフール、ラフールサテライトを思い出してください。
どんなときも子育て中のみんなが元気になれるよう、取り組んでいます。

　ラフール・ラフールサテライトでは……

1か月の赤ちゃんから未就学の子どもたちが異年齢で過ごせるところ
  妊婦さんとその家族が、子育てについて学べるところ
    一人でも、友達とでも、家族みんなとでも来られるところ
      子育てを応援している地域の人やボランティアさんたちと出会えるところ
         色々なタイプの親子と出会えるところ
               子ども同士仲良くしたり、けんかしたりして過ごすところ　
                     けんかしてもよいところ、仲直りをおぼえるところ
                           気軽に自分の気持ちを話せるところ
                                   困ったとき、不安になったとき、迷ったとき、孤独なときに、
                                          ひとりじゃないって思えるところ
                                                親子が笑顔になるところ
                                                      自分の経験、特技が生かせるところ
これからもそんな居場所を皆さんと一緒に作っていきます。

　　　　　　　（青葉区地域子育て支援拠点ラフール　施設長　島 美奈子）

青葉台 市ケ尾

新石川藤が丘

リフレッシュしたい、通院したい、自分の時間がほしい…と思うことはありま
せんか。そんなとき、理由を問わずに子どもを預かる横浜市乳幼児一時預か
り事業を利用してみてはどうでしょうか。
　　　　　　　　青葉区内には4か所の施設があります。　

「みんなとつくるラフール」
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「バルバルさん」
作・乾栄里子　絵 西村敏雄　　　

出版社　福音館書店　

子どもの様子、観察中

毎日の生活の中で

～子どもの成長を期待して～

・４歳から公文を始めました。半年くらいである
程度の読み書きができるようになり、成長を実
感しています。　

・毎晩、絵本の読み聞かせをして
います。楽しい夢を見ているとい
いな♪　　　

・3歳。習い事はしていません。毎日の公園やラ
フールの遊びの中から学ぶことは多く、人との
繋がりを意識して過ごしています。

・成長に伴って自然に遊びの対象など興味関心
が移っていく様子を見ていると、習い事は焦って
始めなくても本人が言葉で明確に意思表示で
きる頃を待つのでもいいかなと考えます。

・お友達との交流や外遊びも大切だと思うので、
週の半分は園庭や公園で自由に遊ばせていま
す。

・興味があることに根気強く付き合う。結果、見
よう見まねでいつのまにか1人で折り紙のウサ
ギを折っていたり、お絵かきが上手と褒められ
ることが多くなりました！

・日常生活において危険を伴わない範囲で“一緒
にやってみる”ことを心がけ“できる”体験を増や
し、物事を吸収する様子を窺っています。

・将来どうなるかは分からないですが、男の子が
ピアノを弾いてるのは素敵だなーという私の勝
手な感情で、習わせたいです（笑）

・好きなことや熱中していることがその子の才
能なのかなと思いながら普段の遊びを見守っ
ています。

・子どもが好きそうなもの、得意そうなものの習
い事を提案し、反応を見て習い事を始めるきっ
かけ作りをしてあげたい。

・在宅で仕事をしながらという片手間感に後ろめ
たさを感じて、ちょっとでも関心を持ったのかも！
と感じたら、（高価な物は無理ですが）買い与え
てしまうイケナイ母です。

・息子は今のところ音楽が好きなので、地域や子
育て施設の音楽会になるべく足を運んでいる。
(費用もお安い)

・1歳を過ぎた頃、区のリトミックに通っていまし
た。音楽にのって身体を動かすのが好きになっ
たかなと思います。

・子どもが自由に過ごす時間も大事だなと思っ
ていてまだ習い事はしていません。本人がやり
たいと言ったら一緒に考えたいです。

・もっと身体を動かして欲しいので、天気の良い
日は散歩や公園に行くようにしています。いつも
は抱っこ星人でも、遊具に登り降りして遊んだり、
追いかけっこをしたり、積極的に動いています。

・料理、洗濯、掃除の道具は基本的に自由に使っ
てもらっています。一緒にやると時間は倍以上か
かりますが、生活スキルは自然と身につくかな？
と期待しています。

習い事など…する？しない？
・丈夫な体になってほしいので、スイミングを検
討しています。物心つくと水が怖くなってしまうと
聞いたので、できれば1歳半までには始めたい。

子どものためにしていること、あえてしていないこと…ありますか

バルバルさんは床屋さん。ある日、なぜだか
動物たちがお客さんとしてやってくるという
話です。くっきり鮮やかな絵が魅力的で、動
物たちの仕上がりもユーモアたっぷり♪

新型コロナウィルス感染拡大防止のため、4月13日（月）までひろばのお休みが決まりました。
今後も状況に合わせて、変更になる場合があります。再開が決まり次第、詳細はホームページや
ブログでお知らせします。ご不明な点はお問い合わせください。

ひろば再開後に開催予定のプレパパ・プレママ向け企画を紹介します（日程は変更になる場合があります）

ラフールは妊娠期から子育て家庭を応援しています

おうちで子どもと二人きりの毎日…、ちょっと聞きたい、話したい…
そんなとき、どうしていますか？スタッフはラフール・ラフールサテライトに毎日います。
電話でも、来館でも、いつでも話ができます。横浜子育てパートナーも毎日います。
気分転換して、この時期を乗り切りましょう！！

横浜子育てサポートシステム

おうちでも親子でたのしく♪

野菜でぺったん♪スタンプ

お散歩や公園、お買い物の途中にラフールに立ち寄り、絵本を選ん
で行きませんか。トイレ休憩を兼ねて寄って行く人や、読み終わっ
た絵本を返し、新しい絵本を借りていく人も増えています。
この機会に、親子でお気に入りの絵本を見つけてくださいね。

ひろば開催時は

　　横浜子育てサポートシステムは、横浜市版「ファミリーサポート」です。
　　「地域ぐるみの子育て」を目指し、地域の人が子どもを預け預かる仕組みです。
会員制なので、子どもを預けたい人も、預かる人も、まず入会説明会に参加してください。
ラフールでは預けたい人（利用会員）と、預かる人（提供会員）の出会いをコーディネート
しています。コーディネートには時間が掛かる場合もありますので、早めにご連絡をお願
いします。
　生後57日以上小学校6年生までの子どもを、研修を受けた提供会員が預かります。　
　
　　　　　　　　　　興味のある方・お問い合わせはこちらまで

子育てサポートシステム青葉区支部　045-482-5518

情報コーナーはひろばがお休みでも利用できます。
青葉区内を中心に子育て関連施設や団体から新年度のチラシや情報が届いています。
スタッフが日々、新しいものに入れ替えています。情報を探すお手伝いもできます。

お出かけが難しいときは、ホームページが便利です。
ひろばのお休み期間など、最新情報はトップページでお知らせしています。
その他にもいろいろな子育て情報がありますので、チェックしてみてくださいね。

相談したいときは
受付で声をかけてね
予約はいりません

ママの気持ちの相談 子どもの発育の相談子どもの発達の相談

絵本の貸し出しを
しています

いつでも話せます　相談できます

新年度の子育て情報更新中です

いつも通り行っています

野菜の切れ端（ピーマン、オクラ、チンゲン菜、レ
ンコンなど好きな野菜）を平らにカットして、紙皿
等に出した絵の具につけて紙にぺったん！！小さ
な子どもでも簡単に押せます。世界でひとつだ
けのオリジナル作品をつくっちゃおう！

チンゲン菜の断面
はお花のようでか
わいいですよ

専門相談員もいます

ラフール、サテライトのブログでもいろいろな遊びを紹介しています

今、ラフールではこんなことができますひろばはお休み・・・
だけど

（日程は変更になる場合があります）

スタッフは毎日います

ラフール（青葉台）で サテライト（市ケ尾）で
貸出受付の際、
最近の様子など
をお話するのも
楽しみです。

プレママティータイム
おなかの赤ちゃんへ  

～絵本の読み聞かせ・おもちゃづくり～ プレママちょこっと見学デイ
プレパパプレママの
子育て体験教室　

青葉台 市ケ尾 青葉台 市ケ尾 市ケ尾

赤ちゃんがいる生活ってどんな感じ？
ミルクづくり、おむつがえなど
生まれる前に体験してみませんか。

おなかの赤ちゃんへのプレゼント。絵
本を読んだり、おもちゃづくりを楽し
みませんか。ちょっと先輩ママとの交
流もできます。

手仕事をしながらおしゃべりしません
か。簡単に作れるガーランドの材料を
用意しています。お茶の用意もありま
す。

サテライトは区役所からすぐ近く！
母親教室の帰りに、用事のついで
に・・・ちょっと休憩したり、施設を見
学してみませんか。

第3土曜日14：00～ 第2土曜日14：00～ 第3火曜日14：00～ 第3火曜日11：00～ 第1水曜日11：30～

青葉台 市ケ尾

子どもの動きや
ことばが気になる…など

第４土曜日
14：00～16：00

第４土曜日
11：00～12：30

発達相談員もいる日

育児のこと、家庭のこと、生活
のこと…ママの気持ち

第２金曜日
11：00～13：00

臨床心理士もいる日

第3火曜日
14：00～16：00

第3火曜日
11：00～13：00

保健師・助産師もいる日

青葉台市ケ尾 市ケ尾

食べない、寝ない…など
子どもの生活や健康のこと
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