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2歳以上のお子さん
を持つママ集まれ！
10：30～11：30

　11月21日（月）関東学院大学教授 土谷みち子先生を講師にお迎えし、「広場
の中で大切にしたいこと」をテーマに研修会を行いました。
話のスタートは、現代のわが国の子育て環境とそれに伴う子供の育ちのお話。
子育ての環境がこの15年間で大きく変化し、悪化していることを知り（地域の
安全性の低下、離婚や虐待の増加、人口減少時代の子育てなど）、そのような
時代の中、広場に求められていること、広場の役割を参加者57名（民生委員児
童委員、主任児童委員、子育て支援者、つどいの広場、民間の広場、拠点スタッ
フ・サポーター等）は、改めて自分たちが関わっている広場を思い返しながら、
講演を聴きました。

…　以下、当日参加者のアンケートから　…

≪講演の中で印象に残っている言葉≫
・一緒に悩み、そこに寄り添う
・肯定的な言葉で関わる・接する
・地域ぐるみで子育てに関わっていくことの大切さ
・第3の大人（親にも子にも声をかける人）の必要性
・いろんな価値観の中で育てる
・広場の存在を妊婦さんの時から知らせる　など

≪講演を聴いて、実際に広場の中でやってみようと思ったこと≫
・第3の大人として広場に来る方たちと楽しく関わること
・お節介おばさんでいよう
・今までの活動を確認しながら、継続していくこと
・とにかく子供を可愛がろう！
・妊婦さん向けの企画を立てて、広場を知ってもらおう　など

先生のメッセージから、ラフールスタッフも少しでも温かく身近な存在でいら
れるよう、明日からまたスタートに戻った気持ちで皆さんと過ごしていきたいと
思っています。

　青葉区地域子育て支援拠点ラフールは「多胎児」を持つ家族を応援していま
す。11月23日(水・祝)、17組の双子ちゃんとその家族が集まって、同年代の子ど
もを持つ親として、また双子を育てている先輩ママ達も参加しての交流会を開
催しました。多胎児を持つ家族ならではの悩み、そこにどう向き合ってきたか、
乗り越えてきたかの先輩の言葉をみんなで共有できたひとときでした。

会が終了し、み～んな並
んで帰り支度のおむつ
交換。パパも慣れた手つ
きです。

研修室から赤ちゃんコーナー
にかけて、いっぱいに広がった
「パラバルーン」。交流会前の
「親子で遊ぼう」での一コマで
す。バルーンの上を歩いてみた
り、中に入ってみたり、普段出来
ない遊びを楽しみました。

子ども

お楽しみ会

11：00～と
15：00～
（各回30～40分)

意見交換会

意見交換会

火 水 木 金 土

広場カレンダー

ラフールへのアクセス

2011年12月

みんなの広場
＠ケアプラザ

12月6日（火）
「ちょっと先輩ママたちと過ごそう」

大場地域ケアプラザ
10:00～12:00 12月17日（土）

「大広間 deこんにちは！2011」

もえぎ野地域ケアプラザ
10:30～13:00

子育て中のお母さん達が少しでもホッとできたり、他の子育て親子と交流できたりする
場が住んでいる身近な場所にあったらいいなぁと、ケアプラザと協力しあって年に数回、
青葉区地域子育て支援拠点ラフールから「みんなの広場」が地域ケアプラザに出向きます。

青葉区地域子育て支援拠点は、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。　
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〒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

専門の相談員に
相談できる日

国際ひろば

パパママひろば

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

《ラフール広場カレンダー アイコンの見方》
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出張 !

パパママひろば

パパママひろば

パパママひろば

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

ラフール
お休み

働くママ集まれ！
13：30～14：30

●小児救命救急
　講座
　10：30～12：00

助産師・保健師

発達相談員

“バースあおば” の
 助産師さん

保育士
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年末休日 年末休日
大晦日

年末休日

年始は１月４日（水）
からスタートします。
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15：30

意見交換会

意見交換会の参加方法

会　場：　ラフール研修室
申込受付：ラフール受付
定　員：　10名程



こｓ 

10 月に 2 回、ラフールの利用者座談会 

「みんなの広場を楽しくしよう」を研修室で 

開催。18 名の参加者と以下の 3 点をポイントに 

話しをしました。 

①嬉しかったこと 

 ●毎日無料で遊べる広場ができたこと。  ●ほかのママさんとお話ができること。 

●ゲンナリしてしまったときに、「いつでも遊びに来て」と温かい言葉をかけてもら 

ったこと  ●歳の違う兄弟を一緒に連れてこられる など 

②広場で困ったこと 

 ●おもちゃの片づけ場所が指定されているとかたづけやすい。（写真を貼って対応） 

 ●おむつ交換の場所が高くて危ない。(廊下にベビーベッドを設置しました) 

●お弁当の時、娘にはテーブルが高く食べづらい。（子供用の椅子を準備しました）など 

③こうしたらいいと思うこと 

●いろいろイベントがあると嬉しい。 

●3 歳から 4 歳くらいの子ももう少し遊べるといいな。 

●混んでいる時、別の部屋でお遊戯や、体を動かす遊びをしたらどうか？ 

●同じ月齢くらいの子どもやママとの交流 

皆さんからの意見はすぐにできることから取り組み、広場づくりに生かしていきます。このよ

うな集まりを広場開催時間内に行いますので、掲示を見てどんどん申し込んで下さいね！ 

 

 
大掃除を始めたはいいけど、小さな子どもがいると片付けたそばから汚されて、全

然はかどらない･･･→やる気も失せる･･･→でも掃除したい→再び片付ける→汚さ

れる･･･、と負のスパイラルに陥るママも多いはず。 

そこで、子どものお昼寝タイムを使って１日 1 時間を普段やらない場所の掃除に充

てる、なんていうのはいかがでしょうか？子どもが寝始めたら、「今日はリビング

の窓だけ!」などピンポイントで掃除をしてみると、短い時間で結構集中して取り

組めます。毎日少しずつでも、２～3 週間かければ無理なく大掃除できますよ。 

だるまさんの 

かがくいひろし さく /ブロンズ新社 

ユーモゕのあるかわいい“だるまさん”のイラストに、少ない文字、シンプルな

展開･･･と、赤ちゃんのフゔーストブックにぴったりの絵本です。 

息子が赤ちゃんのときに買ってあげて読み聞かせていたのですが、それ以来、

愛読書になっていて、３歳になった今は０歳の妹に読んであげています。 

｢だ・る・ま・さ・ん・の～～｣とゆっくりためて読むのがポイントですよ。 

「もう 12 月号！のんびりしているとあっという間に年末になってしま

いますね。少しずつ掃除したいという気持ちがありつつも･･･毎年バタバ

タとしていてちゃんと掃除できず、今年こそは少しずつ掃除したいなと

思います。」(poco) 

「娘が幼稚園に入り、マイペースながらも色々な事を経験し、成長した

一年でした。日に日に変わって行く子ども達に感心します。来年はどん

な事があるのかな…♪ 」(tomo) 

ラフール｢みんなの広場｣紹介 その４ 

 
1 才代は年末の大掃除はある程度のあきらめも肝心。とにかくめちゃくちゃにし

てくれるので…。でも、2、3 才になるとだいぶわかるみたいですよ。小さなモッ

プやぞうきんを持たせると、真似してふきふき、ほうきでサッサ。 

他にも、カーペットを粘着テープでコロコロしたり、使い古しのハブラシで窓の

さんをゴシゴシしたりするのも喜んでやってくれるので、一緒にやってみよう。 

おもちゃ＆絵本  
 
●絵本● 
絵本は大型絵本が人気です。 
今、ラフールにある大型絵本は ｢おおきなかぶ｣､｢きょだいなきょだいな」､｢ぴよー
ん｣､｢はらぺこあおむし｣､｢ねずみくんのチョッキ｣です。ぴよーんは小さな子にもお
すすめです。通常の広場でママが子供に読んでいて、親子共に楽しそうでした。 
普通サイズと違った楽しみを感じられると思いますよ。（ラフールでは新しい大型絵
本を購入予定です。楽しみに待っていてください！） 

おままごとコーナー 

男の子にも女の子にも人気なおままごと。いつも人気でたくさん
のお友達が遊んでいます。野菜の種類もいろいろあります。野菜
を切って遊ぶ子、混ぜて遊ぶ子、キッチンでジュージューする子、
いろいろです。ママの真似っこ、みんな大好きですねー。 

息子(4 才)は公園で小学生を見ると、 

いつも仲間に入りたがります。 

ある日、何か枝で作っている小学生たちを発見し「これも使ってー！」と身の

丈よりも長くて少し太い格好のいい二股の枝を見せようと、すごくウキウキし

て駆け寄ろうとした瞬間、地面に枝がささり、頭から転落。一転して泣き声。

「お兄ちゃんたちのお手伝いしようとしたの！うわーん！」もちろん、こんな

おチビさんを気にとめる子などおらず。 

ひとりで勝手に盛り上がってる息子、いじらしくてたまらぬ母･･･ 

 
着なくなった T シャツを小さく切って割り箸の先につければ、
窓の溝掃除に使えます！あと、メラニンスポンジはいろいろな
場所で子供もお手伝いできるし、便利です。 

 

この機会に、たまる一方のオモチャを整理してもいいですね。”捨てる”とは言わず

に、”○○ちゃんは１年でとっても大きくなったから、このオモチャは赤ちゃんに

プレゼントしようね”などと理由を説明してあげましょう。 

年末の 大作戦！ 大 掃
除 

除 

片付かない部屋をどうにかしたい！ 

  

●おもちゃ● 
ラフールには木のぬくもりを感じられるおもちゃがたくさんあり
ます。一番人気は木製レール BRIO です。 
男の子はもちろん、女の子は人形を駅に並べたり電車に乗せた
り 、それぞれの遊び方があるようです。レール作る楽しみ、なか
なかうまい具合につながらないときもあるので、大人も真剣にな
ってしまうかも?! 
大きなやわらかいブロックは、ハイハイが出来るようになったお
子さんがチャレンジして上ったり押したり移動したりしている姿
が楽しそうです。 

 
少し遠出して冬を体験★ 

子どもに雪を見せに･･･(親は温泉に入るため？)、あえて
ちょっと寒い場所に旅行するのはどうでしょう？ 
箱根や草津などの近場の温泉地がオススメです。小さいお
子さんだと最初はおそるおそる雪を触るかもしれません
が、慣れれば全身でたわむれるはず･･･。二歳くらいから
雪遊びは楽しめますが、長ぐつを履かないとビショビショ
にに濡れるので注意！レインコート、レインパンツなども
あれば完璧です。 

 

年末年始を楽しもう！ 
お菓子つかみ大会 

子ども達で集まって、お菓子つかみ大会をすると楽しいです。それぞれが、
お菓子を入れるバックを作ると、さらに盛り上がります。 
牛乳パック 2 個をくっつけて半分にカットし、首や肩にかけるヒモをつけ
るだけで立派なバッグが完成です。(デコレーションするとまた GOOD!） 

手作り福笑い 
ダンボールに動物やキャラクターの、
顔や体のベースを描いて、顔や洋服な
どのパーツを別のダンボールで作っ
てあげると、オリジナル福笑いの完
成。まだ絵が上手に描けない子どもで
も、目や鼻の位置はわかっているので
２歳位から長期に渡って、とても楽し
く遊べますよ。 

 
お正月料理を味わう 

お椀とお箸持参でお雑煮大会は
いかが？意外と簡単です。お湯
をかけるだけでフワフワの小さ
なお餅になるパックを使いま
す。お餅を入れ、茹でたニンジ
ンや小松菜をちょっと入れたお
汁をかけるだけで完成です。 

小さなお子さんに

は、おもちの代わり

にゆでてつぶしたジ

ャガイモ＋小麦粉を

丸めておだんごを作

って入れれば OK。 

 

子どもと一緒に 

絵本で気持ちを盛り上げる! 
クリスマスやお正月を題材にした絵
本もたくさん出ているので、これから
の季節の読み聞かせにおすすめです
☆お祭りの意味がまだわからない、小
さなお子さんにもわかりやすいし、親
子でワクワク感が増しますよ～♪  

 

身近なものでリースを作ろう 
新聞紙を細く巻いて、ゕルミホイルで包んで、それに木
の実や布や毛糸やリボンなどでかざりつけすれば、かわ
いいリースの出来上がり! 
･クリスマスなら、リボンや鈴、ステッキなどをつけて･･･ 
･お正月なら、葉っぱや南天やだるまなどをつけて･･･  
お子さんとオリジナルリースを作ってみて下さい。  

親子で影遊び 
冬になると、朝や夕方は影が長いの
で、外に出て影遊び！影踏みで走り
回ってもいいし、親子で重なり合っ
て手が 4 本ある人に変身したり、両
手を上に伸ばしてうさぎの影を作
ったりするのも楽しいです。 

今月は広場にある絵本･おもちゃ
と人気のおままごとコーナーの
紹介だよ。 


