
ラフールでは、火～土（10時～16時）の毎日「ひろば」を開いています 
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2015 年 12 月 広場カレンダー 

《ラフール広場カレンダーアイコンの見方》 

専門の相談員にも相談できる日 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 

10：30～ 

12：30 

子どもの発育に

関する相談もで

きる日 

●OPEN DAY 
9：30～10：30 

地域の方へ 

13：30～15：30 

   子どもの発達に関 

  する相談もできる日 

パン販売 

（お昼前 30分程） 

   10：30～ 

   12：30 

ママの気持ちの

相談もできる日 

 13：30～ 

15：30 

ママの身体の相

談もできる日 
 

14：00～ 

15：45 

センター保育士 

いつでも相談ができるスタッフがいます 

～ラフールへのアクセス～ 

〒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 
横浜子育てサポートシステム青葉区支部専用 

TEL/FAX：045-482-5518 火曜日～土曜日 ９時～１７時 

●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 

●ちょこっと 

見学 DAY 

10：00～12：00 

 

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 パレットが区と協働で運営しています。 

発行日：2015年 12月 1日 発行元：青葉区地域子育て支援拠点ラフール 施設長 山田範子 

パン販売 

（お昼前 30分程） 

     12 月号 
    2015年 vol.53 

 

●パパの子育て教室 

9：40～11：30 

（対象：青葉区在住の

はじめてパパ・ママに

なる方 

横浜子育てサポートシステム出張入会説明会 要予約 TEL：482-5518 
 

●ふたご・みつご 

あつまれ～！ 

11：00～1時間程度 

●みんなで話そ

う！「子どもの叱り

方がわからない！

第１弾～1歳児編～」 

14：00～20分程度 

地域活動ホーム 

すてっぷの 

美しが丘地域ケアプラザ 

12月 19日（土）10：00～12：00 

24 

1/4 日まで 

たまプラーザ地域ケアプラザ   

12月 3日（木）10：00～12：00 

●恩田地域ケアプラザ   12月 3日（木）10:30～11：30 

●子育てサポート

システム入会説明

会 10：30～11：30 

研修室にて要予約 

 

休 館 日 

休 館 日 

●子育てサポートシステ

ム入会説明会 10：30～

11：30研修室にて要予約 

 

子育て支援情報交換・交流会 報告 
 

―― 10 月 19 日（月）13：30～15：30  45 団体、56 名の参加者 ―― 

青葉区内の様々な施設・様々な子育て支援活動に携わっている方々が一堂に会し、「子

育て支援情報交換・交流会」を開催しました。 

前半は「活動紹介・自己紹介」です。子育て広場・つどいの広場・支援者会場など

の紹介の後、地域ケアプラザや保育園・地区センター・図書館・コミュニティハウス

などの施設から事業の説明がありました。またボランティア団体の方々は、それぞれ

の活動の様子や日頃感じていることを限られた時間ではありましたが熱くお話しさ

れていました。 

後半は交流タイム。声をかけあい他の団体の説明を詳しく聞く様子も見られ、チラ

シを持ち帰る方も多くいらっしゃいました。普段は話す機会のない施設・団体と新た

な出会いもあったようです。 

 

健康フェスティバルに参加しました 
 

11 月 3 日 区民まつりと一緒に開催される「健康フェスティバル」に参加しました。

健康フェスティバルは区役所のとなり、スポーツセンター第一体育館で開催されま

す。今年のテーマは「ラフールってこんな所」ラフールの紹介、子育て情報の提供、

親子の休憩コーナーと授乳コーナーを設置しました。 

午前中はゆったりとしていましたが、お昼頃からたくさんの方で大にぎわいとなりま

した。いろいろな方に来場していただき、ラフールや地域の居場所の紹介だけでなく

子育てサポートシステムなど子育てを支援する情報もお伝えできる良い機会となり

ました。まだ、区民まつりや健康フェスティバルに行ったことのない方は、毎年 

11/3（祝）に開催していますので、足を運んでください。 

 

青葉区福祉保健センタ

ーから虐待防止のパネ

ル展示もありました 

 

10:00～ 

13:00 

地域活動ホーム 

すてっぷの 

パパ講座 2015 

「パパと一緒に遊ぼう」 
日時 1 月 16 日（土） 10：00～11：30 

場所 ラフール研修室 

対象 0 才～未就学児を持つパパと子ども （ プレパパもどうぞ ） 

定員 15 組 

参加費 無料 

申し込み 12 月 10 日（木）から  

     ラフール受付またはお電話（981-3306）で 

 

●小児救命救急講座 

13：30～ 

実習は要予約（当日 12：30～

受付）15名まで。お話は希望

者全員きくことができます。 

 

●みんなで大掃除 

家の中でのヒヤリ体験＆ケガ防止対策 
◆みんなどうしてる？ 

◆ラフママトーク 
活動紹介 

交流タイム 



 

 

浴 室 
洗面所 

ベ
ラ
ン
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かがみのえほん ふしぎなにじ /  福音館書店 
作：わたなべ ちなつ 

子サポコラム 

絵本を開くと角度によって虹が立体的に見えたり、数が

増えたり。初めて見せた時は鏡に写る虹に「うわ～。」と

声をあげるほど。何度読んでも夢中です。 

「寒くて朝起きるのが辛くなってきました。早く起きるために早くベッドに入った

ら・・・あれ？いつもと同じ時間に起きちゃった？！ 結局何時間も寝ている私。」（milk） 

 

「３歳になり、言葉が増えて、会話がどんどん出来るようになっています。その分、意

思が強くて大変な部分もあるけど、泣いている理由も分からなかった頃の、あの途方に

暮れる気持ちも、随分少なくなったなぁ～。成長は嬉しいけど、ちょっと寂しさもあっ

たりします！」（green） 

・私も毎日食事時間がユウウツ…仕方なく遊びながらでも食べさせています。 

・一口食べては動く…そんなに食べてくれない、でも元気ならいいか！と思うようにしています。 

・子どもに本人用のスプーンを持たせて自分で食べている気分に。タイミングを見ながら私も食べさせる･･･。 

・先輩ママから「自分で食べようと頑張っているんだね～ちゃんと食べるようになるよ！グチャグチャ、 

ベタベタの子どもの写真、今は懐かしく子どもと見て笑っています（＾＾）」と言われ、気が楽になりました。 

・気が付いたら…いつの間にか、ベタベタがおさまっていました。 

「初めての子サポ」体験 

11/13 子サポ会員の「全体研修会・交流会」を開催しました。１時間という短い時間ですが、利用

会員はお子さんを提供会員に託して別室で布おもちゃを作ります。集中して「あっ、子どものこと忘れ

ていた」という声もあり、リフレッシュの時間を過ごしていただけたようです。 

研修会が終わると、子どもたちはお母さんのもとへ。預かっていた提供会員は、その間の様子を伝え

ます。大泣きした子、泣かずに遊んだ子、それぞれでした。最後はみんなが顔を揃えて 

交流会。「提供会員がどんな方かわからず心配で利用できなかった」という方から 

「安心しました」の声。ご近所の提供会員をコーディネートしましたので、このあ 

ともサポートをお願いできそう。まだ入会していない方、まずは入会説明会へどうぞ。 

 

11 月の絵本月間には、広場を利用している方にアンケートをお願いし、絵本

の人気ランキングを発表しました。アンケートに書かれていた絵本にまつわ

るエピソードが、微笑ましいものばかりでしたので、皆様にもご紹介します。 

 

『みんなうんち』小さい頃、親や弟と面白がって楽しく何度も読んだ想い出

があります。今でも本があることを知って嬉しいです。 

『サンドイッチ サンドイッチ』バターを塗るシーンは、息子も手を動かし

て「ぬりーぬりー」しています。 

『かみさまからの おくりもの』出産祝いでいただきました。絵本も温かみ

があり、よく読んでいます。 

『ノンタン はみがきはーみー』子どもの日常生活とリンクしているので子

どもと一緒に楽しめます。 

『だるまさんシリーズ』「だ・る・ま・さ・ん・が」と言うと、ニコッと笑う

ようになり、今では自分でページをめくるようになりました。「だるまさんと」

は特に大好きで、身体を揺らして絵と同じポーズをとってくれるので、かわ

いくて私も大好きです。 

 

その他に多かったのは、ママ自身も小さい頃見たり読んだりした馴染みのあ

る絵本のエピソード。『白くまちゃんシリーズ』『ぐりとぐら』『はらぺこあお

むし』自分が小さい頃好きだった絵本。それを我が子も楽しそうにみている

姿を見ることができて嬉しいようです。 

 

絵本のエピソードは、「絵本を噛んでばっかり…」「今、我が子のブームは絵

本をザザッーと出すこと。いつになったら一緒に絵本をみられるのでしょう

か」などもあって、それぞれですね。どのエピソードも、いずれ、親子にと

って大切な思い出の 1 ページになっていくのかな…。 

 

ラフママとは… 

ラフールにきている 

ママの略称です。 

うちの子の好きな遊びやおもちゃ 
買ったのに遊んでくれなかったり、いまだに好きなおもちゃなど・・・ 

家の中でのヒヤリ体験＆ケガ防止対策 

小さい頃からおままごとが大好

きな息子。お姉ちゃんのために買

ったおままごとセットが大活躍

です。 

 

押入れの扉に模造紙を貼って、シール

貼っていいゾーンを作ってあげたら、

シールを貼りまくって楽しんでいま

した。 

メリーの音楽を選曲して踊っ

ています。 

使いかけのミニノ

ートに、お気に入り

のキャラ達の写真

を貼ったらヒット

しました。 

手作りアルバムでよく遊んでいます。

動物とかイラストの切り抜き、知って

いる人（友達や家族）が写っているの

がうれしいみたい。 

犬が好きだったので、２歳の誕生日

に、ワンワンと鳴いて歩く電動の犬

のぬいぐるみを買ってあげたけど、

怖がって、全然遊びませんでした！

３歳の今でも怖がっています・・。 

 

お店屋さんごっこが好き

です。紙で作ったお札や硬

貨をポーチに入れて、電卓

たたいて、広告の野菜やお

肉などを切って、段ボール

に貼ってお買い物を楽し

んでいますよ。 

カレンダーの裏面を何枚もつなげて、道

路や線路をマジックで描き、好きなミニ

カーや電車を走らせています。家や公園

を描いたり色を塗ったり、自分の街が出

来上がるのが楽しいようです。 

小さいときからブロックが大好

き。ブロックのサイズが年齢に応

じて小さくなってはいますが、小

学生になった今も大好きです。 

 

ひらがな積み木をつみあげたり、おうちにして

指人形を入れて遊んでいました。 

小学生の今はドミノとして遊んでいます。 

ヒヤリ体験を参考にお子さんの目線で危ない所をチェックして予防できる所は前もって対策して

みては。これからの季節、暖房器具なども注意しましょう。もしもの時のための連絡先などを調

べておくのも備えのひとつですね。広場でご協力いただきました皆様、ありがとうございました。 

・ベランダの椅子を端まで引きずっていました！ 

・窓のサンやすき間に触りたがる。窓の開け閉め

も延々とやりたがる。 

・エアコンの室外機によじ登ろうとする。 

・気づいたら窓の外に出ていた。フェンスと窓の

間に入り、外から窓にはりついてドンドン。 

・ブラインドの紐があやうく、首に巻きつき 

そうになった。 

 

ベランダ・窓 

 

・テーブルの角に頭をぶつけて切りました。 

・木の扉のササクレ（トゲ）を触っていた。 

・ローテーブルに登って落ちそうになった！ 

・ソファーから飛び降りたら転んでおもちゃに激

突。歯茎を 3 針縫いました。 

・フォークやお箸を持って走り、ころびます。 

・階段から落ちた！ 

リビング・和室・寝室など 

・ガスコンロのスイッ

チに手が届き、かちゃ

かちゃ。 

 

・ひとりでトイレに入

っていた。 

キッチン 
 

トイレ 

玄関 

 

・お風呂の浴槽内で足が滑っておぼれそうに

なりました。 

・シャンプー容器をくわえてしまった～。 

・浴槽のふちから飛び降り、濡れた床で滑っ

て頭を打ってしまった。 

 

・ゴミ捨てに出かけていると

き、勝手に外へ出ていた。 

・指を挟んでしまった 

・鍵を持たずにちょっと外に

でたら、子どもが鍵をしめて

しまい大泣き！ 

 

・何か口に入れているなと思っ

て開けさせたら、祖母の補聴器

に使うボタン電池だった！！ 

・ビニール袋をしゃぶっていた

ら、少しかじったようで喉につ

めてしまった。 

 

・ひとりで入らせないように

ドアはしっかり閉める。お風

呂のお湯はぬいています。 

 

・キッチンの入口に柵を付けていましたが、

自分で開けられるようになり、意味がなくな

ってしまいました。料理しながら、危険なこ

とを教えたりしています。 

・ベランダは椅子など

登れるものは片付けま

した。 

 
・知り合いに教えてもらい、来てほし

くないゾーンに人工芝を敷きました。

チクチクが嫌みたいで効果テキメンで

した。 

 

・コンセントやテーブルの角な

ど見直しました。100 円ショッ

プの赤ちゃんコーナーで防止グ

ッズが揃いました。 

 

・食事がおわったらなる

べくすぐフォークなど

片付けるように心がけ

ています。 

 

・自分の子どもが普段しない行

動を、お友達の子がすることも

あるので、遊びに来た時は注意

している。 

・ガスの元栓は随

時しめている。 

・短時間でも子どもをひ

とりで置いていかない。 

ヒヤリ 

ヒヤリ 

ヒヤリ 

ヒヤリ 

ヒヤリ 
ヒヤリ 

ヒヤリ 

対策 

対策 

対策 

対策 

対策 

対策 

対策 

地域の中でお子さんを有償で預けたり、預かったりするための仕組みで

す。預けたい方（利用会員）と、預かる方（提供会員）の出会いをコー

ディネートします。原則として、提供会員か利用会員の自宅でお子さん

を預かります。 

食事が大変に…「あ～ん」と口を開けて食べていたのが、口を開かない、

スプーンは自分で持ちたい、お皿やお椀に手を突っ込んでグチャグチ

ャ、こぼす散らかす…みんなこんな感じ？（10 か月児ママ） 

みんなどうしてる？ 
 

みんなの好きな絵本…教えて♡ 

 


