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★HTt幼 児(0～ 3歳未満児)とその親(保護者)   《お問日電拭 》

會妊婦さん 電議:090-3ら 85-2288(3ご も～るフオン)
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特定非営利活動法人

地域家族しんちやん八ウス
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2019.1.1こ ども～る鶴間 発行

☆子育て親子の交流つないの広場の提供

☆子育てに関する相談・援助

☆地域の子育て関連情報の提供´
☆講習会

利用対象者
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10100～ 14:00/14:00～ 18100

保=保育士  栄 =管理栄養士  着 =看護師  絵 =絵本講師

子=子育て支援アドバイザー  経=子育て経験者

※カウンセラー不定期で入ります ●身長・体重測定できます保健師13よる宙児相談 (15100～ 15115)

せの中に子宥てほご幕じl仕事ιまありません。
私たちの未来客創るここであり、未来の学せ亡可能にする仕事だがら。
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第 嗜3Mすできな予育て『トリプルP』

年に 1回地域家族移んちやんハウスが活動の理念を生の声で啓発

する目的で、毎年地域の方におすすわプログラム奄発信するイベント。

2000年の第 1圃 圏から、今 EOIlで R3圃国。毎年 1◎ 0名以上の地域

の方々に情報発信して、子育てについて考えるきつかけしてはしいと

いう内容です。今回の青―マ『トリプルP』 は、み力0して実際体験す鶴ことで、子育ての発しさのヒントに

して欲しいないう思 bヽで実施しています。

トリプリレ  ビーー

Tr‡plo,っ τ弼めなリ ア
3つのP「前向き子育でプログ弘  (Pottive Parentittg Program)」

を略したちの負 前向きに子育でを発 ことで家族生活がず費 楽しい色

のとなることを意味していま丸 オ弘 トラリアの大学で35年前か偽開発

がはじまり長年の研究によりWH③でも効果が認められていま現 現在ま

でに世界の20言語鹸 れ、4∝痴入以 Lの子どもとその規を支援して

下『‡鍼‖鑢診瘍良いところ

①大学で開発されたので科学的根拠がわる   ☆机上ては《や力肉 の減機なセ蝿ナーなので、

②プログラム化されてい怖のでわかりやすしヽ    二人ねて続子としヽラ設定暉進める。

③すべての子どもに効果的(人種や文化や言語  ☆襲鱚子どもの主隋、親の立隋を作燒鯵なかは

進鰺る翁で、実はが難い尚臨つく鶉卜、鯰趣
を超えて。発達に不安があるなども)

で実はじやすい。

無意識なマイナス恩考准グラスに転換する作業

●『自分の子奮マに自信が動 と胸を醸めて手をあげられ藩か

なんでも完璧な人間に育磁 うとす卜のでなく、最低限の衣食住を

与えて、毎日笑顔で暮らせていたら満点とすれば自信がわ1/bて くる。

●子ど歓鋪鵬置観珈l■祠 度当漁り前だと思懸 か

子どちなのだから、はじめからできなしヽ通とが当たり前、できたらすごしヽ [

●子晶 の良い所は言いやず酷ヽか、自翁の良い所は騎 露畿め           『

〇〇しない所でなく、〇〇できる所が言えるか? 自分の良い所を確立幅 と、

他人の良い所が見瀦 くる。自分の良い所が 1つでも見つかれば、軸となり強さになる。
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露郎1眈r億勧711
鎌倉女子短大初等教育学科卒業。

幼児教室講師、子育て支援 NPO
副代表経験を通して親子と錮わる。

子育て支援 NP◎ 轟」44i表。

●苦手を律ぼすのでなく得慮を締置す

〇〇tyないという表現が社会の中に目立つように、

私たちの脳は「〇〇できるJ

より「〇〇しないJに無意識にヽ

74な
ど楽しいトラリア本部)普及ヨンサンタント。


