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2月

広場カレンダー

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
《ラフール広場カレンダー アイコンの見方》
専門の相談員に相談できる日
助産師・保健師・保育士などが相談員として広場に
いるので、それぞれ専門分野での相談ができます。

障がい児を持つ先輩ママもいる日
障がい児を持つお母さんが先輩ママとして
サポーターで入っています。

双子を持つ先輩ママもいる日
双子を持つお母さんが先輩ママとして
サポーターで入っています。

保育園の保育士さんもいる日
公立保育園の保育士さんも広場にいます。

保

●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。
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●全館の消防訓練

研修室にて 要予約
TEL：972-8836
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●青葉区社会福祉
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サポートシステム
説明会
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利用者の皆さんも
ご協力ください
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●みんなで話そう、
いやいやっこ
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研修室にて 要予約
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出張ラフール

＠地域
ケアプラザ

荏田地域ケアプラザ
「段ボール遊びと豆まき」

美しが丘地域ケアプラザ
「ひなまつりと手遊び」

2月1日（金） 10:00〜12:00

2月19日（火） 10:00〜12:00

ラフールへのアクセス
バスターミナル

榎が丘
成城石井

〒227-0062

青葉区青葉台1-4 6階

（

三井住友
銀行

東急田園都市線

「青葉台駅」徒歩3分

）

TEL：045-981-3306
青葉台駅西側
東急スクエア
本館
青葉台幼稚園入口

三菱
UFJ

FAX：045-981-3307
●ホームページ

http://lafull.net

青葉台

●駐車場はありません

●休日／日曜、月曜・祝日・年末年始

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。

4 月までに
やっておきたい

幼稚園・保育園 入園準備

親の心構え
｢親子共、園に通い始めてから「寂しい！」と
涙しないくらい十分に一緒に過ごしました。｣
｢入園したらママとの時間が減ってしまいます。今のうち
たっぷりの愛情を降り注ぎ､ママの心残りがないように!
保育園や幼稚園まで､あと何日的なプレッシャーは与え
ない方がよいお子さんもいます。｣
｢保育園入園してからの 1，2 か月は職場に園から呼び出
しの連絡が入ることが度々あるかもしれないので、事前
に職場にご迷惑をかけることがあるかもと、話しておく
と、理解が早いようですよ」
｢初めての園生活は親子共に、
期待と不安があると思いますが､
焦らず園の行事などには積極的に
協力･参加して､ママも園生活に
ゆっくり慣れて行けばいいと
思いますよ♪｣

★☆★

あそび・遊び・アソビ

今月は

夜泣き編

入園グッズ

あと 2 ヶ月で新年度が始まりますね。
広場を利用している方で 4 月から幼稚園や保育園に
入園するお子さんも多いと思います。
そこで、今月は先輩ママから聞いた
“入園前準備の体験談＆アドバイス”を紹介します。
これを見れば、安心して新学期を迎えられるはず？!
食事
親も新生活に向けて
心の準備が必要ですね★

園ごとに規定などがあるので、
早めに確認して準備しましょう!

色々心配だけど､
焦らなくても大丈夫です

Q.夜なかなか寝てくれません。2 時間おきに起きて、私もクタクタ！
どうしたら寝てくれますか？ 夜泣きを止める方法はありますか？
（7 カ月児の母）

｢うちの園はお弁当箱と､リュック
サック､水筒､くらいでした。でも､
水筒はすぐに壊れたり､足りなくな
ったり。4 本も買い替えました。｣

子どもの準備

｢自分のお皿に入っている食べ物はきちんと食べる習慣
をつけようと練習しました！苦手なものは最初､一口な
ど少量から。全部食べられたら
褒めると good! かも｣
｢お箸が上手に使えませんでしたが､
入園後､お友達に刺激され上手に
なりました。｣
｢息子は食べるのが遅かったので、
ある程度時間を決めて食事をさせれば
良かったな､と入園後思いました…。｣

集団生活
｢生活リズムは､通いはじめれば､どんな暮らしをしてい
ても､慣れると思います。｣
｢人見知りの娘は集団生活に慣れるのに時間がかかった
ので､入園前にたくさんお友達と遊ぶ機会を作るといい
と思います。(しばらくすると､お友達も増えて積極的に
なりましたが…)一時保育を利用するというのもありま
すよ。｣

｢いろいろ作らなくてはいけないものが多いですよね。
苦手なママは市販のものを買って､そこにわが子だけの
オリジナルマークをつけてあげたらどうでしょう。フエ
ルトをチョキチョキ切って､たっぷりボンドで貼り付け
れば縫わなくてもかわいいオリジナルワッペンができま
すよ。｣
｢園から揃える物の案内が事前にあると思います。
●手作りグッズ：３月になると人気の生地は売り切れる
事も。早めにチェックしてね！
●名前付け：アイロンシールなど､便利な名前付けグッズ
があります。オーダーすると制作に１ヶ月弱かかります。
(娘が入園した頃は衣類に可愛いシールを使っていまし
たが､今は油性ペンで直書きです(^^;))
●布製のマスク：マスクは咳が出ている時などよく使う
ので､洗える布製のマスクがあると重宝します！｣
｢絵本バック等こどもに聞くとキャラものをいいますが、
わたしはそれだけは避けたかった…というのもあり､内
緒で作業をはじめ､出来上がったのを見せたら大喜びで
した。｣

ラフールのお悩み相談ボードに寄せられたお返事です❤
お座りが出来ていれば、0 歳でも日向ぼっこがおススメ!!
立てなくてもハイハイしなくても、日向に転がって、葉っぱなどつまん
で和んでいると、たくさんおひさまを浴びられます。そんな日はぐっす
り寝ることが多かったです。お試しを･･･ Fight!
お外遊びをたくさんした日は寝てくれました！ お家の中でばかり
だとエネルギーが余っちゃう感じです。大変だと思いますが、ママは
お子さんと一緒にお昼寝をして、頑張ってください!!
ちょっとこの時期は寒いかもしれませんが、ベランダや庭に出て、風に
当たって一度目を覚ました方が、また寝つけたりするかもしれません。
TV のザーッとする音を聞いて眠ったこともあったかも･･･、車に乗せて
夜のドライブをしたこともあったかも･･･
夜泣きは 6 ヵ月～1 歳半頃のお子さんに見られる発達の一段階と言われていま
す。これで泣きやむという方法はなかなかないのですが、●泣いてもいいやと
ド~ンと構えたり ●パパを味方につけると休日だけでも助かりますね。
順調に育っている証拠ですね･･･❤❤

｢早生まれの息子は幼稚園入園前に必死でオムツを外し
ましたが､先生にトイレに行きたい！と言えず、入園後は
何度か失敗をしていました。可能ならばママ以外の人と
トイレに行くこともさせておくといいかもしれません。｣

簡単お料理 レ シ ピ
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★☆★

広場の中で「夢中になって遊ぶ姿」を子どもだけでなく、大人に見るとき
があります。例えば「牛乳パックのビックリ箱」を作成し、カウントダウン
で蓋を開け、箱からパラパラと牛乳パックが飛び出した瞬間、ワーッと声を
上げるあの姿は、子どもより夢中になって遊んでいたように見えました。
そんな時、子どもはどうしていると思いますか？ どこか自分の好きなお
もちゃのある場所に行ってしまうのでしょうか？ それが案外面白いこと
に、お母さんのそばで、お母さんが夢中になっている姿をそれとなく見てい
るんですね。手も出したいけど、お母さんの勢いに押されている…と言った
状況でしょうか。
蓋を開けた瞬間、歓喜の声を上げるのは「大人」。
子どものビックリした顔、泣き出した姿に、また何だか
可笑しくて笑い声が続きます。（子ども達、ごめんなさい）
積み木をドミノのように慎重に並べて後もう少しで完成
というときに、「チョン」とハイハイの後ろ足に当たった
瞬間、慌ててそして残念そうな顔に変わったお父さんの姿も
「夢中になって遊んでいた大人」でした。

柄入りの折り紙を使うと
きれいにできますよ♪

１）白い裏面を上にして、１／３のところで折る
２）同じように縦側も１／３のところで折る
３）図のように点線部分を後ろに折る
４）おびな・めびなの顔を描いてできあがり

材料

作り方

ごはん
いり卵
さけフレーク
枝豆
のり
イクラ

① ３つのお皿または小さなボウルに少量のごはんを 3 等
分に分けます
② いり卵､さけフレーク､枝豆をそれぞれ入れてかき混
ぜ､3 色のごはんを作ります。
③ ②のごはんをプリンカップや透明のガラスの入れ物に
順番にいれます。そうすると、キレイな三層ごはんの
できあがり
④ 上にのりやイクラなどのせたら､あら､豪華！
ひし形に形とったアルミホイル(アルミホイルの中に段
ボールなどをいれて固くするとやりやすい)の中に入れ
ると、もっとひなまつりっぽくなります♪
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福音館書店

作･絵: せな けいこ
子どもがはじめて、家以外の空間ですごす時の寂しい気持ち。
それを母に伝えるだけでなく、たくましくも乗り越えようとする。
静かに勇気がわいてきます。息子もこの絵本に深く共感してます。

「今年わたしは年女。息子も年男。わたしの実家は母も…妹も犬も巳年(笑)こんな
に巳年ばかりそろうとなんかおかしな感じです。しつこく、いろいろなことにチャ
レンジしたいと思います！」(poco)
「大忙しの師走。冬休みで家にいる娘が、今年は大掃除を積極的にお手伝い。手伝
ってくれるのは嬉しいけれど…なんだか､例年よりも時間がかかってる!?そして奇
麗になった部屋も一瞬にしてオモチャだらけのプレイルームになりました(TT) 」
(tomo)

