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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
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《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

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

外国人先輩ママもいる日

●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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4月６日 プレパパ・プレママ子育て講座
お子さんの誕生や成長を見守る喜びを子育て教室でチョッと先取り。
また、子育て先輩パパ・ママとの交流もあります。

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。
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ラフールってこんなところ

今年の夏でラフールも 3 年目。
今月は

広場には新しいおもちゃなども加わりました。

お友達編

そこで、今月号から 3 か月にわたり、ラフールの紹介をした
いと思います。お楽しみに♪

Q. おもちゃの取り合い。どうぞ、かして、が出来ません。
どうすればお友達とおもちゃなどの貸し借りができるように
なるでしょうか？(1 歳)

遊びの樹
大きな鏡が埋め込まれている、
かわいい樹のオブジェです。
●小さいお子さん
鏡に張り付いて自分の姿をじーっと
見つめたり、ぺたぺた樹を触りなが
ら周りをつたい歩きしたり…。
●ママ
ベンチになっているので、ちょっとひ
と休みしながらおもちゃで遊ぶお子
さんたちを見守る場として利用して
下さいね。

探検の樹

赤ちゃんコーナー
ねんね・ハイハイ期の赤ちゃ
んとママの為のコーナー。
畳が敷いてあり、窓からの日
差しが暖かく、冬場は床暖房
も入ります。年上のお子さ ん
とは別のコーナーなので、小
さな赤ちゃんも安心して過ご
せます。

●ねんねの赤ちゃん
布団、プレイマット、モビール等があり、
落ち着いた環境でゆっくり眠る事ができ
ます。
●ハイハイの赤ちゃん
木や布のおもちゃ、音が鳴るおもちゃ、
ボール等があり、清潔な畳はハイハイし
ても安心です。

おもちゃの貸し借りは幼稚園の年中位から分るようになると
思います。息子や娘を観ていてもその位の時期からスムーズに
できていたようです。
0～３歳位はまだ貸し借りの意味も…？ 親が入って一緒に
「貸して」や「どうぞ」をしてみると良いのでは。気長に見守
って…❤

娘はおもちゃを「取っちゃう側」だったので、お友達と遊ぶ
時はとても気をもみました。注意しても分からない年齢で、
娘がおもちゃを奪い取った後は、 母親の私が「かしてー」
「いいよー」などと声を出し、相手の保護者の気分を損ねな
いように気を使ったりして、なんだか疲れちゃう・・、なん
て日々もありました。ただ、取っちゃう側ではありましたが、
「お互いさま」と言ってくれるママ達もいっぱいいたので、
救われました。
相手のママ・パパの目は気になりますが、取り合ってあたり
まえ、貸し借りは関わりの第一歩と考えて、お互いさまをモ
ットーに頑張りましょ。

ひろばに入ると最初に目につくミニ・
アスレチック遊具。お子さんが昇り降り
する時は近くで見守り、安全確保。登っ
た時は「ヤッター！」っと達成感が味
わえます♪
●大きめのお子さん
ネットを登ってアスレチック体験をしてみま
しょう。ときどき渋滞になることもあります
が、順番ね！樹の上は一周できるようにな
っているので、みんなぐるぐる回っていま
す♪
●小さいお子さん
木の下のトンネルをくぐったり、ママとかく
れんぼも❤

いもむしトンネル

大きなブロック
自由な発想で、幅広い遊びが
できそう。
＊こんな遊び方できるよ＊
春の陽射しの中、テラスランチも気持ちが良さそうな季節になりました。
「赤ちゃんコーナーは時間がゆったりと流れているようで、何だかホッとし
ます。こんなに可愛い時があったんですね！」と言葉を残して動きまわる我
が子を追いかけて行かれたお母さん。そう言えば、冬の寒い頃には『赤ちゃ
んコーナー』で過ごしていましたね。
子どもが、ねんねやうつぶせ、おすわりの時、お母さんがガラガラやクル
クル回るおもちゃ等で遊び相手をする姿が多く見られます。でも、ずりばい、
ハイハイが始まると『動いて遊べるコーナー』に出かけて行こうとする子ど
も達も…❤❤❤
賑やかで動き回る子ども達がいる所に行っても大丈夫かしら…ちょっと
心配な気持ちもあるかもしれませんが、受付の前にある大きな積み木は、つ
かまり立ちにピッタリの高さ、フローリングの広いスペースはハイハイにも
ってこい。端から端まで移動するとかなりの運動になりますよ。
大きな積み木につかまり、足の指に力を入れて踏ん張って立つ姿は、誇ら
しげ！少し大きな子ども達の動きや遊びに興味津々のまなざし！時々、周り
に居る子どもが来て、お母さんやお父さんに代わって遊びの相手をしてくれ
ます。子ども同士のやり取りに思わずニッコリ、こんな広場も楽しんでみて
はいかがですか？！

カラフルで明るいから、トンネルだけど恐く
ない。ドキドキ冒険心をくすぐります。
向こうにいるママと「ばぁっ！」はじめて会
う子も「こんにちは。」

ブロックの車
丈夫なので、乗って遊ぶことがで
きます。
お好みでブロックを載せ、汽車にも
バスにも変身できるかも。
めいろやおうち遊び
道を作って、おっとっと…と渡った
り、囲んで塀をつくってお家ごっこ
も。おふろやトイレもあったりして…

簡単お料理 レ シ ピ
おさかなパイ

除

作り方

材料
① しゃけは半分に切る、玉ねぎはうすくスライス、ブロ
パイシート４枚
ッコリーは子株にして固めにゆでておく。パイシート
しゃけ 2 切れ
は冷凍庫から出しておく
玉ねぎ 小さめ 1/2
② フライパンに油をひいて、①を炒める。火が通ったら、
塩・コショウで味を調える。お皿に入れて冷ます。し
ブロッコリー 1/4 株
ゃけの骨を取る
塩・コショウ 適量
③ パイシートを 2 枚をくっつける。お魚の形にキッチン
たまご 少々
ばさみまたはナイフで切る。もう一組も同じようにす
油 適量
る。同じものが２つできます
④
⑤
⑥

はなをくんくん

③の一枚の上に②をのせて、もう一枚のパイシートを
上にかぶせる。ふちに溶き卵をぬり、フォークで軽く
押さえる
魚の上にも溶き卵をぬり、残ったパイシートで目玉や
鱗にみたてて、のせる。キッキンばさみで切ると簡単。
のせたら、上からまた溶き卵をぬる
予熱しておいたオーブンで 200℃で 10 分、温度を下
げて 180℃で２０分。きつね色に焼けたら完成！

/ 福音館書店

作： ルース・クラウス、絵： マーク・シーモント、訳： 木島 始

冬眠から目を覚ますどうぶつたちが、つぎつぎにはなをくんくんさせて、にお
いのする方へかけてく…かけてく…。
そしてたどり着いた先にあったのは…？
春がやってくるこの時期にぴったりの絵本です。読み終わった後、外に出てお
子さんと春を探しに行きたくなるはずですよ。2 歳くらいからオススメです。

「春といえば桜。今年はお弁当ではなくお団子を作ってお花見に行くと張り切っている息
子。でも・・・花粉症つらい季節到来。どうも家族全員花粉症です。ティッシュの消費が半端
ないです。早く花粉の季節終わらないかな・・・」(poco)
「娘が５歳になりました。赤ちゃんの頃ハイハイもあまりせず、歩き始め は１歳８ヶ月のス
ロースターターさんでしたが、今では運動大好きなヤ ンチャ娘です。子どもの成長過程
はホントに十人十色、それぞれ違っていいんですよね。」(tomo)

