
「ラフママのほっとタイム」をいつも読んでいただいていますか？
ラフールを利用しているラフママ編集メンバー7名が、子連れでワイワイしなが
ら作っています。昨年はお子さんが大きくなって卒業するラフママがいたので、
ひろばにチラシを貼って新メンバーを募集。２人が加わりました。

ラフール歴は5か月から6年まで、みんな子育て真っ最中ですが、子どもの数も、
青葉区民歴も仕事の有無もまちまちです。ひょんなことからつながって、いろい
ろ話せる仲間になっています。

「子育て中」という共通点を持つパパママが、新たに「こんなことやってみたい」
と手を挙げてつながっていかれたらと思っています。
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「子育て中のあなたへ」

「ひとりっ子、2人目、3人目…子育てして感じること・変わったこと」

子育て中のあなたへ

子どもと居る時間が、今の自分にとってかけがえのない人
産休、育休を取って子どもと居る時間も大事だけど、仕事もやりたい人
子どもと居たいけど、仕事をする必要がある人
子どもはかわいいが子育ては苦手…など
みんなそれぞれ、いろんな思いを持って子育てしています。

独身生活、夫婦での生活は、自分の、自分達のペースで時間が流れていた人も
子どもが生まれると、子どもファーストになったり
もう少し寝たい、朝まで寝られたらどんなに幸せだろうと思ったり
子育てしていない友人が、キラキラして見えたり
自分だけが社会との接点を失い、取り残されている気持ちになったり
このままで良いのかと苦しくなることやこんなはずではなかったと思うことなど
子育て中だからできないこと、諦めることも…

その反面　　　
地域や子育て仲間とのつながり、
日々のささいな出来事が幸せに思え、子どもの愛おしさが心に沁みることや
新しいことを経験している自分、必要とされていることに
やりがいを感じることもあります。

日々を必死に過ごしていると気が付かないことも、
振り返ってみるとかけがえのない輝いた時間なのかもしれません。

子どもも親も十人十色。マニュアルや誰かと同じではなく、
一人ひとりの子どもとの向き合い方や子育てを
私たちラフールは応援しています。
  
子育ては、次世代を担う人を育てる大切で価値ある営み。
自信を持ち、胸を張っていきましょう。

子どもを妊娠して出産し、子育てしている時間の中で
「こんな時って、みんなどうしてるんだろう…」
「これって聞いてみてもいいのかな」と思うことがあると思います。
そんな時、どのようにしてその思いや迷いを小さくしていますか？

ラフール、ラフールサテライトでは、ひろばにいるスタッフがいつでも話を
聞き、一緒に考えることができます。また、他の親子とふれ合い、話すことで、
なにか発見できるかもしれません。足を運ぶことが難しいときには、
横浜子育てパートナー専用電話もあります。

青葉区内には、子育て相談ができたり、自身の思いを聞いてくれる場所・人が
他にも、数多くあります。
区の子ども家庭支援課、地域で開催されている地域育児教室、
親と子のつどいの広場、区内15か所にある子育て相談会場、
そして皆さんが住む地域に必ずいる主任児童委員さん…

たくさんの人が子育てを応援しています。
ちょっと考え込んでしまうときには、話しかけやすい人に声をかけてみてくだ
さい。

今月から紙面デザインを一新しました

「生後４か月までの赤ちゃんのいるご家庭を
地域の方が訪問します」

     ご出産おめでとうございます。

横浜市では、地域で様々な活動をしている「こんにちは赤ちゃん訪問員」が、
生後４か月までの赤ちゃんのいる全てのご家庭を訪問しています。
玄関先で、地域の子育て情報の案内や、
横浜市オリジナルの赤いガラガラをプレゼントしています。

赤ちゃんが誕生すると自宅やその周辺で過ごす時間が増えます。
赤ちゃんの成長を、地域の中で一緒に
見守ってくれる人がいると安心ですね。

お近くの赤ちゃんと一緒に過ごせる居場所に
ぜひ遊びに行ってみてください。

※母子手帳の１枚目にある出生連絡票をもとにご連絡をしております。
日中に繋がる電話番号をご記入の上、出生後速やかにご提出をお願いします。
なお、電話連絡がつかない場合は、直接訪問させていただくか、
訪問ができない場合もあります。

子育て中の思いや迷い、話してみませんか

新しいラフールニュースをよろしくお願いします
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公園へGO！ 10：30～

子育て講座「ダブルケアについて知ろう」13:30～14:30 要予約

ラフっこタイム   11：00～12:30  要予約

小児救命救急講座  13：30～14:30 要予約

多文化サロン     11：00～11:30  要予約

ふたごみつごあつまれ11：00～11:30  要予約
公園へGO！ 10：30～

おなかの赤ちゃんに絵本を   14：00～15:00  要予約
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プレママちょこっと見学デイ　11：30～  出入り自由
公園へGO！　10：30～

絵本リサイクル
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公園へGO！　10：30～
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子どもの発育の相談もできる日　10：30～12：30

16（日）・17（月）休館日 16（日）・17（月）休館日
ママの気持ちの相談もできる日　  10：30～12：30

パパと遊ぼう「間伐材を使って」　  13：30～ 要予約

おなかの赤ちゃんに絵本を            14：00～要予約

孫まご講座　10：30～要予約
おしゃべり会「０～3か月の赤ちゃんあつまれ」14：00～ 要予約

   ひろばゲスト 「子育てサークル  すいすいクラブ」 11：45～　

入会説明会（青葉台）10：30～11：30
要予約

入会説明会（市ケ尾）10：30～11：30
要予約

　ラフールひろばmiｎi
あざみ野会館
親子で楽しもう！
手遊び・布遊び

2月5日（水）
10：00～11：30

 ひろばゲスト  「子育てサークル  つくしんぼ」 　11：45～

豆まきごっこを楽しもう！　11：30～　14：00～

ひろばゲスト 「子育てサークル すいすいクラブ」11：45～　
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おしゃべり会　「０～6か月の赤ちゃんあつまれ～！」
 　　　　　　                                     　　　    14：00～要予約
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ちょこっと見学デイ 　10：00～12：00
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みんなであそぼう２～３才児　11：00～
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公園へGO！　10：30～ 25
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公園へGO！ 　10：30～

23（日）天皇誕生日・24（月）振替休日 23（日）天皇誕生日・24（月）振替休日

プレパパプレママラフール見学説明会14：00～要予約
子どもの発達の相談もできる日　13:30～15:30

ママの身体の相談もできる日　13：30～15：30

子どもの発達の相談もできる日　  10：30～12：00

入会説明会の予約は
開催場所に関わらずこちらまで

045-482-5518

　ラフールひろばmini
桂台コミュニティハウス
「パパもママも一緒に

体を動かそう」

2月29日（土）
10：00～12：00

おしゃべり会「イヤイヤ ラフールから帰れない｣
　                                                14：00～ 要予約

おしゃべり会「入園・入学・進級…新しい生活が始まる！」

４ 火 消防署へGO！　11：00～要予約

おしゃべり会「お風呂どうしてる？」　14：00～ 要予約

おしゃべり会　「アンダー25のパパママあつまれ～！」
　　　　　　　                                           　   14：00～ 要予約

 ひろばゲスト「子育てサークル  たんぽぽクラブ」11：45～　

 ひろばゲスト「子育てサークル  チェリーキッズ」  11：45～

地域の方へラフール見学デイ　   10:00～12:00

11：00～要予約

地域の方へラフール見学デイ　   10:00～15:00

おしゃべり会「０～５か月の赤ちゃんあつまれ」14：00～要予約

パパ・プレパパあつまれ「先輩パパに聞いてみよう」
                                                                14：00～要予約

おしゃべり会　「7～9か月の赤ちゃんあつまれ～！」
 　　　　　　                                     　　　    14：00～要予約

2020年2月
カレンダー

「おなかのこびと」
作・絵　よしむらあきこ
出版社　教育歌劇

子どもの頃、身体の中を覗いてみたいと思った事はあり
ませんか？ちなみに私はあります。体の中を覗ける上に、
興味深く面白おかしく学べる絵本です♪お子さんと生活
習慣を整えるためにもおすすめですよ！

２人目、３人目

ひとりっ子

ひとりっ子、2人目・3人目・・・
子育てして感じること・変わったこと

・子どもと一対一で向き合うことができ、子ど
もの成長をずっと近くで見ていられること。
昨日できなかったことが今日はできているな
ど、子どもの成長の早さを実感しています。　

・息子とふたり、外出先でティータイムをする
時は、ちょっとしたデートの気分でワクワクし
ます♪　　　

・兄弟がいたら、同じ目線で遊べる相手がい
ることでいろんな刺激を受けられるんだろう
なぁ…と思ったりします。 ・平日、家庭内では子どもの相手をするのはほ

ぼ私のみなので、家事をしていても足に絡み
ついて甘えてくるので何もできません。私が体
調を崩したときが一番しんどいです…

・見えすぎてしまうことが多いので一喜一憂し
やすいです。

・洗濯のことを考えると洋服が汚れることに
神経質になっていましたが、外遊びをするよ
うになってからはもう開き直るしかない、と
いった具合になりました。

・夫の転勤に伴い横浜に移り住んでいるので
基本的にワンオペです。なので、強靭になり
ました（笑）

・何もかも初めてで必死だった1人目育児と違
い、2人目の育児は落ち着いて向き合える心
の余裕のようなものがある。

・出産する前は実は子どもが苦手で、生まれて
くる子を本当に心から愛せるのか…と本気で
悩んでいました。そんなことも杞憂に終わり、
今では我が子を溺愛しています（笑）

・上の子に対して強く注意や自立を促してしま
う。冷静になればまだ3歳で甘えたいはず…と
反省もするし、改めて「育児」というものを考え
させられています。

・姉が明るく活発、感受性が強い。弟はにこに
こと落ち着いて穏やか。それぞれの個性を感
じる喜びがありました。いつか子どもの数だ
け人生を垣間見れたら良いなと思います。

・三人で遊んだり、姉が妹を可愛がったりか
ばったりするのを見ると、嬉しく、たのもしく思
う。
・産後から1人での2人育児は体力的に精神的
にも「案外いける♪」と思ったけれど、疲れが蓄
積した頃に身体のあちこちに異常がでます。

・下の子を世話している時、悪戯やダダをこね
る上の子についイラッと怒る時があります。
でもそうすると負の感情連鎖が始まります。

・幼稚園行事や通院などの予定の調整。大人
がもう一人ほしくなります。

・家事も育児も完璧にこなそうとするのは親
子でストレスが溜まると悟りました。2人目が
大きくなるまでは「適当」も必要。

・初めて一時預かりの登録をしたこと。何か
あった時のため、自分以外の誰かに頼れる場
所をつくることも大事なのかも。

・自分の時間を捧げることにあまり抵抗が無く
なりました。「何で寝ないの！何も出来ない！」
が今では「寝た寝たラッキー♪何しよ？」です。

・子どもが一人から二人になった時はグッと
大変になったけど、二人から三人になった時
はそうでもなかった。


