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んなでつくる「私の居場所」
秋 癬 凛 井 漱 井 状 井 凛 摯

『まんま』は、いつでも気兼わなく立ち寄れろ近所のおうちで
1ム LIた ぃ…

ヽして、『出会し1の 場で
Iム

LI、 きっかけの場』で
1ホ tlた しlと 考えてしlま す。

横浜市補助事業 利用対象幸主にO～ 3歳の子どもとその保護者

5月 26日 、第12回 NPO法 人まんまの総会を行いました。

この総会tも ちまして全子美津子理事長が選任 し、後任と

して全子真澄が就任いたしました。

今後 とも、親子のひろば「まんま」の運営並びに、子育

てタクシー普及やその仕事業の庭援 tど うぞよろしくお

願いいたします。

1.地域の居揚画盗 Lり とその運営に係る事業

●親子のひろば『まんま』の運営

・ひろば利用者は延べ4,623組。一日平均1028組。新規入会51組。

・―B寺預かり利用は延べ142人、268時間。 (H29年度で終了)

。ひろば利用者によるママボラスタッフ8名が活躍。

・重点目標①O歳児親子の利用を1曽 やす

(1)0歳 児の親へのアプローチを強イヒするためのブログラムを企画、実施

赤ちゃんTime,お とのたね/ベ ビーマッサージ

'骨

盤体操

(2)地域の赤ちゃん教室でのPR)舌動を実施

近隣5会場 (下瀬谷地域ケアプラザ瀬 谷図書館/瀬谷センター/諏訪社

/中屋敷地域ケアプラザ)へ延べ14回訪問。

・重点目標②スタッフの世代交代を目指した役害」分担について

得意なことを活かせるよう4つのチームに分担・活動した。

・せや活動ホーム太陽本館「sunsu∩ cafe」 の焼菓子販売に協力/NPO
インターンシップの受入/学生ボランティア受入 (瀬谷中学校/原中学校′

二俣川看護福祉高校/商工高等学校)/せや子育て応援マップ「ぐるつと

なび」の企画・編集委員として参力0

●障がい児支援事業「ばればれ」の運営

発達に不安のある親子を対象にしたピア相談を月1回 12回開催/勉強会

の開催/研修への参加

2.そ の他この法人の目的を達成するために必要な事業

●瀬谷区子育てタクシー普及支援

三ツ境交通 (有)と定lJl会・研修会の実施/地域のイベント等でのPR)舌

動/子育てタクシーかながわかわら版の発行 (年5回 )

●一般社団法人全国子育てタクシー協会事務局委託請負

6月 で事務局受託は終了。

その他

●お福わけの会

セカンドハーベストジャバン・大禾0倉庫、おてらおやつクラブなどの協

力による、区内在住の子育て中のひとり親家庭および生活困窮世帯を対

象にしたフードバンク活動

贅助会員募集中1こ のIt銭仁子富て支緩
の施設があることの重要性t広 く認知し
て頂くためにも、多くの方々からの贅動
金でのご協力tよ ろしくお願いします。
【贅動会員 (― 口)】 個人:¥2,000

法 人 :¥5,000

寄イJ金など 248%
賛助会費 01%

子育てタクシー事業
46%

障がい児支援事業

助成金など 07%

ひろば利用料など 48%

【支出】11,138,864円
障がい児支援事業13%

子育てタクシー事業
43% 22%

1_地 1或の居場所づくりとその運営に係る事業

●親子のひろば「まんま」の運堂

目標①第2の自宅「<つろげるひろば」のような環境づくり

②O歳児親子の利用を増やす

●障がい児支援事業「ばればれ」の運営

2_その他この法人の目的を達成するための事業

瀬谷区子育てタクシー普及支援

その他

1階スペース「まんまん家」の運営/お福分けの会

【収入】11,777,406円

『まんま』

ヽ

Address⑬〒246-∞31横浜市瀬谷区瀬谷4-7-19

Tcl畿045-303-5393 Fdx鬱 04・ 5-4・ 4・2-3666

HPtth††ps://manmanchi.jimdo.com

E―ぃoilttmanmanchiOr9.dion.ne.jp

(運営 :NPO法 人まんま)

平成29‐年度事業報告

平成29年度会計報告

平成30年度事業計画

◆「またま」つて?◆ ①ゴ飯。 ②ママ。あかおさた。 ③そのまま。「さなたのまたま」でいいただよ。



,
＼ 襲1マ ークのプログラムは予約が必要です。ひろばに直接、またはお電話でお申込<ださい。

ブログラムによって、ひろば利用料の他に参加費がかかります。なお、プログラムはやむを得ず変更となる場合があります。

陽f幣日高温0～鯰00ヽ|
オイルを使つて、全身のマッサージを行います。

途中で泣いたり、授乳タイムになっても大丈夫。
ベビーの機嫌に合わせて、様子を見ながらゆったリマ

ッサージしてあげましょう。ベビーのマッサージをし

ながら、ママ向けのワンポイントセルフケアもありま

すよ 1整体師さんならではのベビーマッサージ。日反

の疲れたママの身体も癒えるかも?!
お楽しみに～

★持ら物 :バスタオル

【予約制l定員:0組          (|:1■ |
【参加費l会員¥700ビジター¥900(オイ応鵜込)

【対 象10ヶ月～10ヶ口くらいのベビーこママ

萎ヾ載薫:勲熙曇裟華蒸ミミミ釜ミ:≡言:ミ
=整

体師 eベビ_マ ッサニジインストラクターで、

=ヒ
ーリングチーム「ls~、 ぉ～えむ」のメンバー。

=男
児2人のママで、趣味はビーズアクセサリーや

|スタイ・ストールなどのハンドメイド。
■|●■■■ヽ ■■■■:■■■ヽ■||■■■■■■三■■|ヽ■■■
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■ヽ■■■■■■●|■●■■■■■|■|■■■|■■■■|■■ヽ■■■■|■●

1難 町譲撻熟奪録 火策の鵜ぇ」
7月 20日 (金 ),0:30～ 12:00

瀬谷消防署予防課の方展を招き、様夜なシミュレーシ

ョンから地震や火災が発生したときのお話をしていた

だきます。また、3日 分の備蓄品とはどのくらいなの

か?実際に近しヽ量も見せていただきます。

い詢到寺のた醐こ   ёヾ蟄
……準

鱚冨鳳%隋隆慾饂
〔参カロ費]無料(ひろ|ず利用料の群)
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儡 亀2亀ζら?
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フ 4赤 ぢ やん Time laoo～ 1300

ねんね、はいはいの赤ちゃんのための、のんび
リタイム。よかつたらお昼も持つてきてね。
きょうだい児を連れての参加を希望する方は予
約 (定員 :3組)をお願いします。

|☆七夕week☆
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9

¨̈̈̈一一

一
一̈
・・“̈
一̈一一ヽ
一̈一一一
・̈一・一一一

一‥‥‐‐‐‐‐‥‐‥＝滞」ヽ

■■

l,1姜 I■‐

■7

2了 25

了0

||―
,,|‐

誰 載 :尋鶉 幣 li5～
みんなでお祝い♪誕生月以夕ヽの方も、ぜひ
お祝しヽに来てね。         _
誕生月の方は予約してください。  ふ彗
参カロ無料(ひろば利用料のみ)   '111
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子どもの育ち相談 日

ばればれ 10:00～ 15:00

7(土)オー7ン rf

平日はお仕事をしているパパやママも
遊びに来てね !

写聰頒冨
=″

〆
詳しくは下の記事をお読みください。

〔参加費】会員¥700ビジター¥900(ォィ′ι代込)

11翻1舗欄 輔 慰 朦1蒸:1滞繊 :騨1彗キ

■9保育士さんこ遊ぼう

育士さんと手遊び歌などで遊びましょう

イまフリータイム。子育て相談もできます
|までぃんくも ネストの青木真美子先生です

2o瀬谷i肖防署によう勉強会

締「太贅夫 ?地震こ火災の備え」
10:30～ :2:00

詳しくは下の記事をお読みください。
参力D無料 (ひろ膠利用料のみ)

小児科医による勉強会
「ベビーこママの食生活」

10:30～ 13:00
詳し<は下の記事をお読みください。

:参力E費 陰 員¥500ビジター¥700

欄冊靭∬騨:螢‖‖:趨∬淋:熙さ瀞

:L朧著』摩五瀑1
17/6(金 )l ooo～ 1lЮ o“団J相談①)

1130～ 13:30ひ ろばでのフリー相談

14Ю O～ 15:001L別 相談0)

IE:tttΞ 談をご希望の方は事前予約をお勧めしま■ ,

【参加費】無料・ひろば利用料のみ

(会員:¥200/ビジター¥500)
※就学児以上の親のみの場合は、

施設利用料として¥200
子どもの育ちや発達の不安、対応に困つていることはあ

|

りませんか?ひろばで子どもを遊ばせながらお話ができ
|

ま丸 養育者のみの相談もどうぞ。相談員は、瀬谷区知的
:

障害理解啓発グループantmama八 木澤恵奈さんと小
:

鎌 嶼 鐸 三ぎ響 Ъ 食生活」
7月 26日 (本),0:30～ 13:00

大人も子どもも食べたものから体はできているんですよ。

今回は、授寧L中のママの食生活やベビーの離乳食のタイミ

ングなどについてのお話です。

ミルクやおつぱいは飲むけど、あまり食べてくれない…

栄養面は大丈夫かな?離乳食の硬さはこのくらい?
など、疑間や不安に思うことはありませんか?
また、相澤先生のお話は、食物アレルギーが気になる方に

もおすすめですよ。普段の食生活を見直してみませんか?
保育はありません。お子さんと一緒にご参加<ださい。

〔予約制 I定員 :5組

【参ヵnttl会員¥500ビツタ…¥700

松直美さん。次回8月はお休みで丸
※9月の日程は次月号でご案内いたします。

― マー知 日、旗 気の良い午前中に

3階のベラングで水遊ぴをします。

着替えとタオわをもって遊びに来てね。

(水 着でも水遊ぴオムツでもパンツでもOK)
設置場所の都合上、対象は来就園児のみです。

ご了承くだ0い。

・体調の悪いとさには無理しないで 1水イボ、とぴひなど

があるときにも控えましょう。             1
・暑くても、水温はめろいくらいがペスト。        :
冷やしすぎに注意 1                 ・

・紫タト線、日射病、熱中症対策として、帽子をか/3｀ った。IT :

シャツを一枚着るのもおすすめ。水/rN補 給も忘れずに。 1
・水位はお座りして太ももが隠れるくらいで十分。子ど

｀
も :

は5セ ン千あね́ば溺れるとのこと。目を離さないで |   :
・水からあがったらしっかし1拭 いて、冷えないように

'主

意し :

ましょう。                           :
2の分も遊ぺば予L幼 児には結構な運動量。       i
ゆっくし1休憩しましょう。
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旭区サンクリニックの副院長・小児科巳

学を取り入れ、薬に頼り過ぎない治療が好評です。まんまで

は年1銅、勉強会にお呼びしています。

〔サンクリニックHP〕 hu31t…、 R派剛WhdChtnl
※今後予定している日程とテーマ



7月 i3日 (金 )10130～ 12:00

lヵ 維園とィ果育園って何が重う
^7

Eし 毛`囲ってな資̀ 7長 8キ |』予負かってくれるの7

ビ
^く

心、1お そかがかゎ＼ろ
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なり、 基本的な〔層隆曰1清れtt力 aえ 、

「うちの子」 t`あ った国のキ案しお、

見学
^際

のチ.、ノクポ イントなし`とお4云 んしますο

対象●2019年 4月 に幼稚園入園を考えている親子

(201442生 まれ～201641生 まれのお子さん)

定買●10組 親子で参力日でやます (保 育はありません)

参加費●500円 (7ン ド|ン ク代、資料代込み)

会場●1階まんまん家

申込、 問合せ●NPO法人またま

045-303-5393(月 ～金 10:00～ 17:00)
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親子のひろlび『春ん審』Z階

属ま念1還』警盤:篤330 1六難:
※毎月2回会議のためお休みします。詳細はHPな どをご確 認くだ0い 。

平成80年8月 末をもちまして

「ひろば内―時預かり事業Jt
終了することとなりました。

ミれまでご利用いたI_‐ いていた会買の皆様に

はご迷惑をおかtlし ますが、何卒ご理解いただ

0ま すようお願い申し上げます。

第1子妊娠中のんは無料で利用できます。  ※2015年 4月 改定

障がい者手帳お持ちの力は利用料半額です。

子どものこと、自分のこと、ちょっと誰かに聞いてほししヽ
こと。そんな時はひろばスタッフが個月1に お話をlalい ま
す。誰かに話すミとでちょっと楽になるグ千や、専門家ヘ
の橋渡しなど、ひとりで抱え込まないで。もちろん秘密
は厳守。ひろば内一時預かりも利用で0ま す。予約優先
ですが、いつでもどうそ。スタッフのご指名もOK。

会■員

1入会金 ¥」 OOO 対象はお子さんではな<保護者です。

|フJ」 |■′!ス| ¥1000 購入日から1ケ月間有効

1回利用 ¥200 当日に限り有効

ビジ|夕 ■
1回利用

¥500

初回はひろば利用料が無料です。

但しプログラムに参加の場合は、参加費

のビジター料金がかかります。
●クに イト

●

カスタード
洋菓子店

ミスター

ドー十ツ
●焼鳥 ていん〈2@ネスト
●ハ百屋

※駐輪場を利用される方
`ま

、スタッフにお申し出〈‐‐゙ い(駐輪許可シールをお渡しします)。

また、車でお越しの方にすよ提携駐車場をご宋内しますので、事前にお問合せください。

[華壷1会鼻1蒙集||=曇撃0,讀覇魏露鼈鮨鍍層ラ野E意1製語繁春黎経誕霧箋盟藝3辱鷺纏3勁汗撃肇|

編集後記
先日、サナコと大阪で発生した地震のニュースt見 ていた時
「じちんがきたら、ぼうたしlじ ゅちんか ,もやらなさゃだよ||」

と自慢げに話 しだしました。防災頭中なんてワー ドがサナコ

の口から出てくるなんて…ちょっとした所で幼稚園生らし

発行人■1全 子真澄  編集人|■ 橋□3月 奈

タイトルデ'■
llイ ン11吉 日直美

横浜市こども青少年局子育て支援課 671-2705
さt感 じた一コマでした。 (あ きな)

011きんき通信|こ i拓 :を6i二 :た110


