
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 5 月 広場カレンダー 

子育て中の家事って･･･ 
◆ラフママトーク 

◆みんなどうしてる？ 

《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 

●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 

「パン工房くる

み」のパン販売 

（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 
 

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 

●小児救命救急講

座 13：30～ 

(実習は要予約 

当日 12：30～受

付) 

●ラフリンピッ

ク 2015春 

11：00～11：20 

10：00～    

13：00 

●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 5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 

「パン工房くる

み」のパン販売 

（お昼前 30分程） 

     5 月号 
    2015年 vol.46 

 

●パパ・ママにな

る 人 あ つ ま れ

～！11：00～30

分程度 

●祖父母の孫育て 

相談 

11：00～11：30 

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

●もえぎ野地域ケアプラザ  5月 12日（火）10:30～11：30 

お 休 み 

●公園へ GO！  

10：30～ 

  1時間程度 

●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） 

お 休 み 

●みんなで話そ

う「我が家のイヤ

イヤ期パートⅡ」 

14：00～20 分程

度 

●子育てボラン

ティア講座 

10：00～12：00 

●みんなで話そ

う「離乳食」 

11：00～20 分程

度 

●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 

 

2014年度 青葉区地域子育て支援拠点ラフール 事業報告書 
                       ＊下記全てのべ数 

◆居場所 

親子で過ごすことのできる場の提供として＜ひろば＞を開催 

＜ひろば＞で、相談や情報提供を受けることもできます    

●開所日数 246日  ●延べ利用者数 42,743人  ●1日平均利用者数 173.8 人 

うち：多胎児 99組 外国 525人 障がい 78人 プレママ 141人 プレパパ 129人  

祖父母 452人 ●新規登録者数 2,290人（登録者数 10,080人） 

□広場内の企画として 

●広場内子育て講座 ●みんなで話そう！●テラス企画●季節の特集企画●公園へ goなど 
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2014年度 年齢別広場利用者数 

            （子どものみ） 

□広場ゲストとして 

『主任児童委員』『子育てサーク

ル』などを紹介 

□ちょこっと見学ディを設けて、

初めての方がラフールに来る機

会に。 

＊ラフールの＜ひろば＞は、いつ

でも見学・登録可能 

◆ 相 談 

□相談件数 

●広場内での相談…1,774件 ●個別相

談…525件 ●電話相談…26件 

●情報コーナー…11件 合計 2336件 

ほかに『お悩みボード』の活用 

『みんなで話そう！』を通して、解決

の糸口を見つけていく機会を提供 
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相談年齢の割合 

◆ 情 報 

□ News印刷・配布… 毎月平均 3,300枚印刷  

配布先約 160件  □ HP・ブログ管理  

□ 乳幼児健診ワクワク情報コーナー 1,861組利用、 

□ 電話や広場での情報提供  □ラフール内情報コーナーの情報更新  

□ 外国人向け情報掲示  □子育てサークル情報掲示  □センター内での掲示 

 

◆ 人材育成 

□ ボランティアに向けて 

●ボランティア活動の受け入れ  計：168人 (うち、学生ボランティアのべ 35人)   

●子育てボランティア講座開催 ●実習生の受け入れ ●ボランティア感謝交流会開催 

□子育てサークルに向けて 

●サークルリーダー交流会開催 ●サークル一覧表作成  ●大型絵本の貸し出しなど  

□ 支援者に向けて 

●支援者向け研修会開催●相談対応●大型絵本の貸し出し●支援活動チラシの掲示や配架 

□ 祖父母に向けて ●孫まご講座 ●孫育て講座 ●「祖父母の皆さん あつまれ」など 

□ 父親に向けて   ●パパ講座開催 ●パパボランティア登録対応 

 

◆ ネットワーク 

□ 出張ラフール＠ケアプラザ  実施回数 22回(うち、のべ参加者数：1,099人・のべ相談

件数：132件)   □ 児童虐待防止連絡会への参加 

□ 保育園、青葉区社会福祉協議会、地域ケアプラザ、親と子のつどいの広場、山内図書

館、地区センター、青葉台コミュニテイハウスとの連携。 

 

◆ 横浜子育てサポートシステム青葉区支部   移管後 10 月～3月 

□コーディネート依頼件数  96件  成立件数  76件 

□事前打合せ件数  73件  □入会説明会 59回開催 (参加者：224人) 

□援助活動状況(10 月～2月)  援助件数：2,449件 (490件/月) 

保護者の勤務援助をはじめ、産前産後・病気・通院・入院・学校園行事ほかにリフレッシ

ュ等、様々な理由により利用。支援依頼に対応するため提供会員を募集。 

 

◆ 事務局 

□ 多様な親子の企画として●ふたご・みつごあつまれ●妊婦さんとその家族あつまれ●祖

父母の皆さんあつまれ など開催 □市、区主催企画協力として●プレパパ・プレママ子

育て講座●ハミガキ講座●ママの歯っぴぃうえる噛む講座＠ラフール開催●健康フェステ

ィバル参加  □地域に向けて ●Open Day開催 ●イッツコムラジオに毎月出演  

10：30～ 

   12：30 

子どもの発育に

関する相談もで

きる日 

 



 

ねこのピート / ひさかチャイルド  

作：エリック・リトウィン  訳：大友 剛 

子サポコラム 

子育て中の家事って… 

・たまには子どもが起きているとやりづらい掃除（トイレ、お

風呂など）を朝寝の間にしています。 

・ずっと抱っこで家事をする時間がない。 

ラフママとは… 

ラフールにきている

ママの略称です。 

新幹線で帰省するとき、子どものお昼寝時間に合わせて乗車します。揺

れが気持ちいいのかよく寝てくれます。 

時間をつぶせるお気に入りのもの（シールブック、小さい絵

本）があると、いざという時、安心です。 

  一度電車でお菓子をあげてから、「お菓子ちょうだい！」

を連発。騒がれるのが嫌なので、乗車中は食べたり飲んだり

してしまいます・・・。 

バスの「降ります」ボタンの争奪戦。うちの最寄バス停は降

りる人も多くて、早く押す人も多い。でも、子どもはボタン

を押したくて毎回頑張っています。押せないと泣いたことも

あります・・・。 

電車に乗る時は、なるべく空いている時間を選んで、各駅停車に乗るように

しています。ぐずったらいつでも降りられるように・・・ 

  電車でお出かけしたときはラッシュまでに帰るようにしています。 

 

抱っこひもを持参して、グズったらすぐに抱っこするように

していました。 

6か月の時、初めて電車に二人で乗りましたが大泣き。それ以降、いつも

電車に乗るときは泣かれてしまい、周りの人に責められているみたいで

私が疲れてしまいました。今でも電車は苦手です・・・・。 

電車の先頭・後部車両で運転士さんや車掌さんを見るだけで、喜び

ます！ホームで車掌さんに手を振ってもらえると、嬉しさ倍増です

よ～。 

 

みんなどうしてる？ 
おもちゃを投げて困っています。広場で遊ん

でいるお子さんに当たりそうで目が離せま

せん。（１歳児ママ） 

・柔らかいボールやおもちゃに取り換えて遊びます。  

・広い所やあぶなくない所に移動します。 

・くり返し「痛いよ、投げないよ」と声をかけています 

・周りのママ達にも投げることを伝え、一緒に気をつけてもらっています。      

      
手にした物を投げる時期はずっと続くわけではないですよ。

投げっこして一緒に遊べるとうれしい気持ちになります。 

ラフールの広場には、 

      子ども達が大好きなテラスがあります。 
 

☆春は近隣の桜が見られ、暖かな日差しが春の訪れを感じさせてくれます。今年はほんの 

 ひと時でしたがお花見ランチ week や朝イチ体操を開催しました。 

☆夏はオーニングで日陰をつくり、暑いながらも過ごしやすくしています。ミストシャワ 

 ーは親子みんなが大好き。7 月・8 月は水遊びやプール遊びができるテラスにもなります。

☆秋は空気も澄み渡り、秋晴れの気持ち良さに誘われるかのように親子が集まります。 

☆冬は寒く大人は外に出たくなくなる季節ですね。でも、子ども達は何とかしてテラスに 

 出ようとお母さんの手をひきます。26 年度は、「テラス企画」と称して、大人用にホット 

 カーペットやひざ掛けを貸し出しました。冬ならではのオモチャも登場し、寒いながらも 

 特別感を親子で味わいました。 

オモチャで遊ばなくても外気に触れるだけで気持ちのいいものです。 

ぐずり始めた赤ちゃんが、お母さんに抱かれながら気分転換している姿がみられます。 

歩き始めたお子さんはただただ歩き回るだけで満足顔。 

少し大きなお子さんも、テラスで跳んだり跳ねたりして元気パワーを発揮しています。 

下を見下ろすと、バスや車が走っているのが見えます。 

 

テラスを上手に活用し、親子で過ごす時間をお楽しみください。 

 

              春は入園入学やお弁当作り、お母さんが新しく仕事を 

              始めた等‥生活のリズムの変化にお子さんだけではな 

              くお母さん自身もお疲れではありませんか？ 

  『お友達とランチしたい』『ゆっくりお買い物に行きたい』『とにかく昼寝したい！』 

  ‥‥そんな時は子育てサポートシステムを利用してみてはいかがでしょうか？ 

  利用の理由は問いません。 

  まずはお母さんがリフレッシュして笑顔でお子さんと向き合えますように。 

  コーディネーターは、そんなお手伝いをしたいと願っています。 

子育てサポートシステムについてのご質問やご依頼は 

       横浜子育てサポートシステム青葉区支部：(火)～(土) ９時～１７時 

                     専用電話：０４５－４８２－５５１８   

スーパーポジティブなねこのピート。どんなことがあ

っても、新しい色の靴が気に入ります。小さな子には

これ何色？と聞きながらの楽しみ方もありますよ。 

最後に楽譜もあります。 

・寝ている間に掃除したいけれど掃除機の音で起きてしまう。 

 

・掃除の時、子ども用に小さいハタキを渡したら、一緒になって掃除してくれることも。

床掃除の時も雑巾を渡したら、私のまねをして拭いてくれました。 

 

乗り物乗るときどうしてる？ 

・頑張り過ぎない！！ 片付かない日があっても「そんな日

もあるわ。」と時には割り切ることも大事ですよ～。 

・ママから離れてくれない！ 

 

 

 

『子どもが生まれると家事がなかなか進まないですよね。イライライラ・・・。ママがス

トレスためないのが一番！と、すっかりズボラ嫁です。』（yomogi） 

 

『最近、小学生の娘に「～ってどういう意味？」と聞かれることがよくあります。難しい

ことを聞かれると…娘にわかるように説明することでわたしの脳もフル回転。いろいろ聞

いてくるのはいいことだとは言うけど…答えに悩みます(笑)』（poco） 

・夜のうちに洗濯機に、洗濯物を入れておいて朝、回すだけ

にすると手間が減りますよ。 

 

・赤ちゃんの洗濯物は意外に多い！ 

 

・食べこぼしで洗濯物が増える。 

  

・できなかったら明日にしよう・・と割り切って頑張りすぎな

いようにしています。 

 

・ご飯の準備に時間をとるより、今は子どもと一緒に過ごす

時間を大切にする！と、考えるようにしました。 ・一番嫌いなのが食器洗い。食洗器に頼るのもありかな・・

とコツコツためて買いました。今は入れるだけです。 

 
・夕飯を準備する時に子どもが愚図ったり、構ってほしかったりする。 

・おとな晩ごはん支度→子ども晩ごはん→お風呂・・・がおっくう。

毎日自分との戦い。 

・ご飯の準備中に子どもがグズったら「これが本物のお野菜だよ～」とニンジンやじゃ

がいもを渡したり（洗ったもの）実際に使っている鍋やお玉を渡すと、ママと一緒のも

のを使えて喜びますよ。 

・昼寝の時に頑張って夕飯を作ることもあったけど、自分が

休息できず疲れてしまいました。そこで、「子どもと一緒に昼

寝！夕飯は出来る範囲で準備する！」と決めたら、身も心も

スッキリ。 

・譲れないポイントだけやってあとは目をつむるようにしま

した。自分が苦しくならないようにするのが一番！！ 

・パパが手伝ってくれたら、どんな仕上がりになっても褒める！！ 

・散らかったオモチャを片付けられない。帰宅したパパに惨状を見せ大変さをアピール

して協力を得る。 

・夜は疲れてしまって洗濯物を畳めない。干しっぱなしで一晩こす

ことも。 

・子どもが動きまわるようになって家事どころじゃなくな

り、あきらめて出来ることだけやっています。お母さんがス

トレスをためないのが一番だと思っています。 

ちょっと工夫してやっています  

家族といっしょに 

掃除や洗濯、食事作り･･･次から次にやることがある子育て中の家事。 

ちょっと力をぬいたり、考え方を切り替えていけるといいですね。 

夜、子どもが寝た後はママの自由時間。家事は止めて、

好きなドリンクを飲みながら、少しの時間でもゆっく

り過ごして明日への活力にしています。 

抱っこで寝てしまい布団に下すとおきてしまったので、今は家事は出来ないと割

り切って、子どものぬくもりを感じつつ・・・そのままテレビか読書がわたしの

癒されタイムでした。 

しっかり家事をやりたいけれど･･･ 

・掃除機の音が気になる時はモップがけです。音がしないので

時間も気になりません。 

 

・いつもおんぶです。追いかけられるよりラクです。両手が空

いてはかどりますよ。 
 

 

・エプロンを嫌がる子だったのでスモックを着せています。 

食べこぼしが気にならなくなるのでストレス減りますよ～。  

・掃除機をかけていると、必ず「やらせて～」と奪われます。はかど

らなくて、イライラ。 

・私はもともと完璧主義。部屋が片付いていないと寝られないタイプ。

きちんと出来ないとストレスがたまる。 

出来なくてもいいじゃない！ 

家事の合間 わたしへのご褒美も 

今日も頑張った！これでい

いよね。と自分をほめる。 

家事の合間にちょっと一息入れるため、自分だけのご褒美スイーツを冷蔵庫に入れています。 

 

先輩ママに「大変はずっと続かないよ～。」と言われました。「こんなに大変な

のがいつまで続くのだろう・・」と不安に思っていましたが、 あの言葉は本

当だったんだ・・と実感できる今日この頃です。 


