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ラフール新年度を迎えて

「家族で楽しむ　春」

みなさん、子育て支援者会場‘ほっこりんこ’をご存じですか？区内15か所
で開催している親子で行ける身近な遊び場所です。『子育て支援者』と一
緒に、おもちゃで遊んだり、おしゃべりをしたり、ほっとできる時間を過ご
しませんか？ちょこっとした子育て相談もできる場所です。

(火～土）

(火～土）

休日（ラフール・ラフールサテライト共通）
日・月・祝（月曜が祝日の場合は翌火曜）・年末年始

ラフール新年度を迎えて

https://lafull.net

facebook

子育て支援者会場‘ほっこりんこ’
（「子育て相談会場」の名称を変更しました）

週１回午前中、『子育て支援者』が会場でお待ちしています。
相談がなくても、親子で行ける身近な遊び場所として気軽にお立ち寄りくだ
さい。利用は無料で予約も不要です
※子育て支援者：子育てに不安や悩みを持つ保護者の身近な相談役です。
　子育てを楽しめる環境づくりを推進しています。

＊新型コロナウィルス感染症の状況により、変更の可能性があります。
　各会場の運営状況については、青葉区ホームページよりご確認ください。

問合せ：青葉区こども家庭支援課　TEL978-2456　FAX978-2422

家の近くで「みんなで子育て」してみませんか

青葉区では子育てサークルが様々な地区で活動しています。近くの公園に
集まって親子で遊んだり、おいもほりや遠足、運動会ごっこなど季節のイベ
ントを楽しんだり、室内遊びをしたりとメンバーが協力し合ってグループを
運営しています。

　

子育てサークル

　消防署へ感謝の気持ちを届けました
　青葉台のラフールは同じ建物内に青葉台消防出張所があり、救命救急講座や消
防署へGO！などでお世話になっています。

幼稚園や保育園に入る
前に、親子で小さな集団
生活が体験できるのも
魅力ですね。

＊保護者・お子さま・ご家族に発熱（37.5℃以上）や咳・くしゃみ・鼻水など体
　調不良がある場合はご利用をご遠慮ください。

＊会場の状況により、定員を設ける場合があります。定員
　超過の場合には、お待ちいただいたり、長時間ご利用
　の方から退出をお願いする場合があります。

遠くに出かけなくても、家の近くで同じ子育て
仲間とおしゃべりしたり、子どもの成長を見守
ったり、みんなで子育てしてみませんか。

興味のある人はラフールまでお問合せください。
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プチアンジュ

　またコロナが落ち着いたら消防署見学をさせて下さるそうです。

　コロナ禍で特に忙しい救急隊
員さんへひろばの親子の皆さん
が書いてくれたメッセージを送
りました。
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　少しずつ暖かくなり、草花が咲き始める季節ですね。心もゆるみます。

4月から新しい生活が始まった家族も多いことと思います。楽しみなこと、ま

た心配なこともいっぱいあるでしょう。誰でも慣れるまでは時間がかかりま

す。家族みんなで、また地域の人の手も借りながら乗り越えていけるといい

ですね。ラフールもまた、そんな子育て家族の応援隊です。

　コロナ禍で世の中が不安に包まれ、新しい生活様式を余儀なくされた昨

年度でした。子育て家族と一緒にどう歩んでいったらよいか、私たちにでき

ることは何なのかと試行錯誤してきました。オンライン企画やインスタグラ

ムやフェイスブックでの発信も始めました。「人と直接会う」ということが制

限されるなか、何とか親子とつながりたいと願って挑戦してきたことです。

SNSのよさも利用しつつ、それでも私たちは「会ってつながる」ことを大切に

したいと思っています。この状況はしばらく続きそうです。変わらず感染対策

をしながら、ラフールのひろばは居心地のいい居場所、楽しめる場所、話せ

る場所を作っていきます。また、青葉区の子育てを応援する皆さん、地域の

皆さんのつながりを大切に「青葉区みんなで子育て」を実践します。

（活動休止中）
しらとり台 すくすくクラブ

桜台
若草台
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子育てサポートシステム入会説明会
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①10:30～　②11：30～

青葉区初心者マークの人おしゃべり会 
11：00～

プレパパプレママの子育てプチ体験
＆パパプレパパ座談会   

①9：30～11：00　②13：00～14：30

青葉区初心者マークの人おしゃべり会 
11：00～

パパと遊ぼう   やってみようdeラフール 14:00～   

子育てサポートシステム入会説明会
10:00～11:00

14：00～   

14：00～   

スライムをつくってみよう‼

金

スライムをつくってみよう‼

14：00～15：30 

10：00～12：30／13：00～16：00

オンラインおしゃべり会　

オンラインおしゃべり会　

お花見deぱちり 3/16(火)～ お花見deぱちり 3/16(火)～
新生活が始まったママのおしゃべり会 

テラスで遊ぼう 新生活が始まったママのおしゃべり会 

ラフールサテライト（市ケ尾）

水

ラフール（青葉台）

『もりのおかしやさん』
　　舟崎靖子・作／舟崎克彦・絵　

　　　　　出版社　偕成社

いたちのおかしやさんで人気なのは、お誕生日の
人のために作る「あなたのかたちのケーキ」です。
ある日、名前の書かれていない注文がきました。
いったい誰のケーキができるのでしょうか。
謎が解けるとほっこり、心温まるお話です。

６ 2021年4月

ラフールHP

０～６か月赤ちゃん親子のおしゃべり会
10：00～12：00

11（日）・12（月）休館日

おなかの赤ちゃんへ
～絵本の読み聞かせ・おもちゃづくり～ 

プレママちょこっと見学デイ 

プレパパプレママの子育てプチ体験
＆パパプレパパ座談会   

子どもの発達の相談もできる日

ママの気持ちの相談もできる日

子どもの発育の相談もできる日

０～6か月の赤ちゃん親子　

青葉区初心者マークの人 
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木

プレママ・プレパパ 

ちょこっと見学デイ

14:00～   

9：30～10：30 

３

火

土
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10：30～ 

子どもの発育の相談もできる日
13：30～15：30

10：30～12：30 

専門相談員もいる日 オンライン企画プレパパ・プレママ向け企画
【要予約】ひろば受付や電話で
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地域の方や支援者に向けた施設見学日
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予定は変更になる可能性があります。ご不明な点はお問い合わせください。
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青葉台

4（日）・5（月）休館日

市ケ尾
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25(日）・26（月）休館日

11（日）・12（月）休館日

4（日）・5（月）休館日

18（日）・19（月）休館日

11：30～

金

23 23

27

17

金
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午前・午後ともに

最新情報は
こちらをチェック！

30 30

25（日）・26（月）休館日

火 火

水 水

18（日）・19（月）休館日

ひろば開催時間 10：00～12：30、13：00～16：00　　12：30～13：00は消毒・換気のため入場できません。 密を避け、必要な感染防止対策を講じながら
ひろばを開催しています。

４月24日（土）

市ケ尾

青葉台

おうち、トンネル、ロボット？！ダン
ボールや新聞紙はいろいろな形
に変身！  パパやママと一緒につく
ってあそぼう！

14：00～14：30

パパと遊ぼう！

やってみよう！deラフール

洗濯のりなどの身近な材料を使っ
て、親子でスライムをつくってみま
せんか？

定員　4組

定員　4組

火

子どもの発達の相談もできる日

地域の方や支援者に向けた施設見学日

1

28 28

日の差し込む部屋で日光浴
しながら、お弁当を楽しみ
たいなと考えていま
す。余裕があれば、そのまま
ポカポカお昼寝なんかもし
たりして。

おうちで楽しむ　春

４月は近年話題になってきているイースター
がありますね！
親子で卵に色を塗ったり、絵を描いて楽しみ
たいです。小さなお子さんはシールを使って
デコレーションするのもいいと思います。
その卵を隠して探す遊び（イースターエッグ
ハント）も盛り上がりそうです♪

暖かな陽気なら、できればやっぱり外に出
たいです。簡単にお弁当を作り、子どもと一
緒に公園をハシゴして。家に居ないでいら
れる時間があると〝家事をしなくちゃ…“と
いう焦りから解放され、ひとときですが多
少気持ちが楽になります。

壁に木の絵を貼って、木の周りに糊を
塗っておき、そこにピンクのはな紙や
折り紙を小さく切った物を投げつけ
て遊ぶ、『花咲じいさんごっこ』をしま
す（予定）。

ご飯の準備などが大変だった
りするので季節行事はあまり
やったことがありませんでした
が、2 月に家族で節分のお面の
工作・豆まき・恵方巻き作りな
どをしたところ意外と楽しめま
した。これからは家族を巻き込
みつつ季節行事をとりいれて
いこうと思っています。

公園などでお花見したいと
思いつつ、かわいい色とりど
りのお弁当を作るのは苦手
なのでお弁当はおにぎりと
簡単なおかずのみ、もしくは
テイクアウトに頼ります。

 
春の草花を貼りつけて名前を覚える
きっかけになったら嬉しいです。
「家族全員のせようよ！」「太陽つける
ね！」と娘の意見を取り入れつつ、細か
い作業は私。娘はハサミを使ったり、
糊をペタペタ、折り紙でチューリップ
を折ったり、どんな作品が完成するか
な？

桜の木をベースに目で見てほんわ
かする作品を作成中です♪

金太郎にへんしん

                
朱色のフェルトに黄色の「金」の字を
貼る。（フェルト裏がテープのものな
ら切ってそのまま貼るだけ）お腹のと
ころを輪ゴムをつけて留める。
カブトと一緒に撮ると雰囲気も♪

テーブルを退けてわざわざ床の上にレ
ジャーシートを敷いて、好きな食べ物を
並べてお花見をします（予定）。いつも
とちょっと違うだけで、ちょっと楽しいん
です。

10：00～12：00ちょこっと見学デイ

こいのぼり制作 ～ 5/1(土)

3～6歳の
みんな

スライムを
つくってみよう！！

ダンボールであそぼう
４月24日（土）

14：00～

こいのぼり制作

４月20日（火）
～５月１日（土）

青葉台

市ケ尾

こどもの日に向けて、親子でこい
のぼりを作りませんか。期間中は
ラフールとサテライトにこいのぼ
りを飾ります。

何を作ろう
かな？

こいのぼり制作 ～5/1(土)    

14:00～   

10：00～12：30／13：00～16：00

オンラインおしゃべり会　

ひろばゲスト「センター保育士」14:30~

子育てサポートシステム入会説明会

ひろばゲスト「センター保育士」 11:00~

【要予約】HPの申込フォームから

16

ひろば以外の企画

10

9

10

【予約不要】
【午前：要予約（HP申込フォームや電話で）
  午後：予約不要】


