
「にミてらす」は、あなたの子育てがハッピーになるよう応援します。

ミミでの過ごし方はあなた次第。

おうちとは違う空間でミどもと開放的 |ミ 遊んだし
|、

のたびしたひなたばっミしたし
|、

たまにはグ千をミばしたし|…

みんなで子育てしましょう |

'||=

にいつてみよ
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子育て庭緩スボット

ご近所で子どもと過ごせる場を知りたい

一緒に子育てする仲間が欲 しい一

弓|つ 越 してきたばかりで、地域情報が欲しい…

そんな時はせや子育て応援マップ 『ぐ3っとな 碗 ※

が大活剛 今年のおいでよは、その「ぐるつとなび」エリアごとll、

ビックアップした情報をご紹介。親子でいってみませんか ?

つどいの広場、区役「・lな どで入手できます。また

にこてら
‐
りの Facebook↓

号

お1.・
=警=●:   ■■    ■ |
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PDF形式の文書で内容を見ることもできます。

「瀬谷区 ぐるつとなびJで検索 !

※2018年 1月発行 にこてらす、親と子の

膨孟涙曇蓋木鑑
だけでなく、春にはつるし雛、冬は餅つきなど季節行事

も行われてい議す。まわりは散策3各 になっているのでお散歩

コースにおすすめ。地 1或 団体による子育ておしゃべり会や、

紙芝居などもあり、この日は地域のボランティアグループ「お

もちゃ病院」が行われていました。

住所■8可ス和東 11″
O―lFN■ 9:00～ 」7:OID(第 2・ 4水、12121‐・-1131↑く)

参tO費 ■入□無Xl(イ ベントは予約‖J、 il料のものもあり)

1111或の掲示lllや 卜lPでお矢]ら せ

おP」 含世■8364-7072

鸞 魃
*天気がいいので絶好のサイクリング日

和。遊びに来たついでにおもちゃ病院も

利用。子どもの目の前でなおして<れる

のが嬉しいです。

来自治会の回覧をみてきました。孫のお気

に入りのおもちゃを修理してもらえ助か

りました。近所の人にも紹介したいです。

絋轟懸理にエム
ランティアグループです。今回取材 したのはベビー

マッサージの回。上の子をスタッフが見守るなか、赤ちゃ

んにマッサージをしながら情報交換をしていました。水遊

びイベン トではママだけでなくパパやおじいちゃん、おば

あちゃんなど大勢の参加があり、子育て中の家族が集い知

りあう場になつています。

iな活動楊 lDli■ llス和地1或リアフラザ 、 ・」lス和 1也 区セン

ター、阿ス和大ス保原公「1な ど

活動FIT7■年に5回 活動 (公園 itl l、 リンタと遊ぼうなど)

開催 l―lは地域の掲示板や卜lPて お知らせ

多加
yI■ ll料 (イ ベン トは予約制、有料のものもあり)

活 llメ ンバー■17名

お隔:含 せ■Mani akuwa kid3 1、lnanllⅢ I、 ollΥ、31 corn

δ 魃
*了 どもが 5ヶ 月なので、

躍適なフ「]グ ラムだと思

い r・

llめ て参 llDし ま した。

楽しかつたです。

*参 加 してママ反ができま

しノた。このイベン ト以外
4_近 所なので一緒に遊ん

でいます。鼈



び

申し込みが必要なプログラムです。8045-391-8316か「にこてらす受付カウンター」に直接お申し込み
くださしヽ。当日 Ctも、空きが出れば先着順 で参加申し込みが出来ます。

岬 研修室で実施するプログラムです。ひろばは通常通り利用できます。

中 はいはい広場で実施するプログラムです。

[::「

`IEし
ょうがしう

思冒霞し]達
障がし`｀ダウン症などのお子さんを持つ先輩ママが、豊富な経験と知識で相談に

C理鵬)我イ|]逮里有会中文和筒革英文的工作人員 (中国語と、簡単な英語が話せる上海出身のスタッフかしヽます。)

薗 誤 賞}Ⅸ製

し

曙菫毀 新 製 讐ポ 犯 鼈 践 現 窃 l、 ます0
曜〕C6nhan v en ngu‐ メiV吟 t Nam(ベ トナム出身のスタッフがいます。)

年末年始の体館卜J

12月 29日 (lL)′ ヽ́

1「 13[](木 )



12/1(土 )は、せやまる 。ふれあい祭りです。

にこてらす |よ通常通り開館しています。

研修室を親子休憩場所としてこ利用ください。

しヽっ さ1/1 じ  ま ま ら  ん  ち かい

1歳児ママのおしゃべリランチ会崚
5日 (水 )11130～ 13:00
同じ年齢のお子さんがいるママさんlol士集まつて一緒に

ランチしながらおしゃべりしませんか ?
ママ反づ<り のきつかけに最非ご参加ください ♪

最ゴ砥琴」「敲;0躯晰青輩螢
:111:11

おもちゃ病院@に こてらす

8日 (土 )10:00～ 15:00
76気 に入りのおt)ち ゃが1襄 ねちゃ「)ノF!動かなくな

=〕
ちゃ■)

た lそム,な ■は11t,ろ ゃ病:;1の ドクターーにil,お してもらいま

しょう=事 :1=込 みした上て、11[]ま でにおもちゃを持執 ノ

て 卜さい。 1う 1≡ の評1学 」「遭:!由 ■つていく様了にはワクワクし

ますよ♪
たいしょう  みしゅうがくし        かてい

対象●未就学児のしヽるご家庭

定員●おもち■ 15[責 て ,1=■ 2仁まて |

申込●な11.221本 |ヽ 1261末 )まで二|」 ■

べび― さ ん

産後ママとベビーのはな し (お産のはなし)

12日 (水 )10:30～ 41:30爾嗣臨翻

命がけで臨んだお産のこと、初めて我が子に蓬えたあの時
のことを、泣いたり笑 ったりしながら、みんなでお話 しま
せんか?終了後、一緒にランチもできます。

請帥●助産師 小沼夕佳

対象00～ 12か月児とママ<母子同室>
定員010組
申込●常J1/28(水 )からでんわしてください

助産師による
うえ   こ         にんぶ

上の子がいる妊婦さん学おいでよ !

14日 (金 )10:30～ 11:30-
初めてのベピーの時と産後は何が違うの ?上の子の赤ちゃ

ん返りって ?など赤ちゃんが生まれる前に知 っておきたい

こと、準備 しておきたいことを一緒にお話 しヒノませんか ?

児童家庭支援センターうぃず

臨床心理士による子育て相談デー

20日 (木 )①10:00～ 10150014115～ 15105
口

'111日

言1■ )it X[:=以 タトに、11141J缶 ど tち 1鴫 問すlD、 広お (フ
リー1■ [1相三すいただけ十」.

子ともをうっとうししヽとFヽ してしまう、怒りはじめると Lし ま

らなくな ってし′まう、 1,チιl)子上手に遊べない飯tが づる ―な

と、「lRの
『

育てて感じるネガテ ィブ4i想 いを、臨床心理■

でフレイセラヒス トの不‖j資 晏に話 tノてみませんか?
相談

~l●
児童家磨支l・ センターうぃず

臨床 |さハI甲 ■ 来山光
'I       ,.11‐

定尋02網 l llu1 5 0分  先オ1,い        ‐

申込〇富44129(木)から 〔ムカ tダ 〔ください

いくじ   しえん   せんにん はいくし こ
=だ

   イう
=ん

   たい0

育児支援専任1果育士による子育て相談タイム
27日 (本 )9:30～ 11130
子育てのllNl西]事、保育園についてのギモンなどなど、瀬谷

騒9堡育iさんに広場で気軽に相談ができます。

相談員●横浜市中屋敷保奮園育児支援センター
しんにん はいくし

どんぐリクラブ寺II保育」]城所悦了

にこてらす おそうじ "eek
22日 (土 )～ 28(金 )14100～
1年間お世話になつたあのおもちゃやお

気に入りの絵本 一みんなできれいにしま

せんか ?
にこてらすを愛 してくれているみなさん

おまちしてますリ

お子さんも一緒屁g露加いただけます。

7しけ、がイツ丁●助産師 田中桂子

■雫■1 0 Tin

毛らすぐl夕 11ス マスだっが、1～

`″ムンな ど'オ ~十 メントtイ'Fっ て

彙厳なつ||ス マスツ11-謹 l tiす るっヂ～を|

インタ
^友奏t鬼 て写真毛撮れるぃで`、

ぜ●遊が t`き てね～ 1

中込●な11,30(金 )からでム′わしてください



ひろば危険箇所のチェックをしました ,

10/16～ 31の 期 間中、

ひろばに見取り図を貼り利

用者の皆様にひろばで危険

だと思う箇所ヘシールを

貼ってもらいました。

シールははいはい広場に多

く見られ、「棚の上にある

バンボが落ちないかlLil配 J

などのご意見もいただきま

した。旨様の点見をもとに、安い、しノて出ごけるひろlTに なるよ

う改言 tノ ていきたしヽと・Tlt′
まヽ す。結果は後「

〕ひろば力て報告 tノ

ます。ご協力ありがとうございました。

ちょっと子どもを預けたい時に気申モに使 つてもらえる、111171の

有償の支え占い活A.lて J.,|マ 高田、幼ホI円 の送迎1や |リ フレッシ■

Lノ たい J寺 も
'、

IP「|]ll問 いま11ハノ.11か る方 ti、 予nけ たいフちもま

け
｀
は人i3'1引 会にご参加 卜さい.JS T:さ パソ

`i輌

けたい力は説明

食後、その場で去員311● さま tl.L元 明六で二lt_/い 1■ 組みを聞

いてみません′か ?

入会議襲会,(参カロ鯛 〉
12月 14日 (金 )10130～ 11130 にこてらする刑修室

2019イ平

1月 11日 (金 )40i30～ 14:30 1こ こてらする刑修室

申込0電話または止,l■

横浜子高て リボ ートシステム瀬谷区支部事務局

電言古 045-/44 /207(913()^ψ 17:30)
お子さハ′凛ねですllいただ|り ま J。 申込み時におイムス トさll.

瀬谷区子育て応援ネット
r親子で考えよう ! 阿久和防災 dav」

区内で子育てを応援するメンバーが集まるネッ トワーク「瀬

谷区子育て応援ネ ッ トJ。 今回は 10/19(金)に阿久和で行

われた防災イベ ン トについてご紹介。地域のメンバーで「子

育て世代の旨さんと防災について者える日を作りたいね」と

の声があがり、実現 したこの企画。当日は 30名 以上の地域

の親子が来場 し、頭を官る「だんご虫のポーズ」体験や、自

宅fi難で役立つグッズ作 l_‐ な

どが行われました。

これをさつかけに、家族で災

寓時にどうす こ:す かを考え

る、地域て顔がみえる人が1曽

える、そんなことがいざとい

う時の備えの一歩だな一と感

じたイベントでした。
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