
子どもの育ち相談日
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2020年 度

ウ千の子、発達がゆっ<LI.

ミだわ LIが強い…

落ち着きがなしl・・・

かんじゃくが

'敷

ししl・・・。

健診で'保健師さんに

つ

。

声tか けらなた

一人で不安t抱 え込まないで、

ちよっと話して諄ませんか ?

障がし1の 有無にかかわらず、

子どもの育ちや発達につしlて 、

一緒に考えましょう。

「ぽればれ」とは、「ゆっくり、のんびり」と言う意味のスワヒリ語です。
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2021年

1月 20日 (水 )

2月 17日 (水 )10100～ 12100

3月 17日 (水 )

【相談員】

瀬谷区発達障害理解啓発グループ

antmama(ア ントママ)小松直美氏

うちの子の気になるとこ

ちよつとだけ誰か |こ 聞いてほしい…

子どもを遊ばせながら、

「ひろば」 で気軽 |こ 話してみませんか。

1月 22日 (金 )

2月 26日 (金 )10:00～
,12100

3月 17日 (金 )

【相談員】

児童家庭支援センターうぃず

臨床心理士 末山光江氏

【対象】 未就学までのお子さんとその保護者

【料金】 ひろば会員¥200
ビジター¥500(施設利用料として)

【予約制】 各日5組 045-303-5393/045-303-7020

「ひろば」つて…?

「親子のひろば まんま (横浜市親と子のつどいの広場)」 は主に

未就園児を対象 |こ した親子の居場所です。 月～金 (9:30～ 16:00)

|こ オープンしています。 『まんま』 は、 2004年から 700組以上

の親子に寄り添ってきました。 いろんな親がいて、 いろんな子ども

がも`る。 「またま」 はいつでも気兼ねなく立ち寄れる近所のおう

ちでありたい・・.。 そして「出会いの場」であり、「きつかけの場」

でありたいと考えています。 障がいの有無にかかわらず、 だれでも

気軽に利用できるひろばを目指しています。

おすすめ地域情報

ご存知 ですか ?子育 てタ クシーo
急な用事で保育園や学童へのお迎えに間に合わない !

学童保育から習い事へ…夕方の移動が心配。

自宅から、祖父母宅に送 りたい。

子育てタクシーの「ひよこコース」なら、子どもだけの送迎をサポー トしてくれます。

事前登録 &丁寧な打ち合わせで、確実 。安全に子どもを預かつてくれ、送迎先に送り届けてくれ

るので安心です。運行エリアは瀬谷区と旭区中西部。詳 しくはお問い合わせください。
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2021年

1月 6日 (水 )

3月 5日 (金 )

ピア相談員がじつくりと個別にお話を伺います。

ひろばスタツフが同席しますので、

お子さんと一緒にどうぞ。

※内容 |こ 応じて専門機関を紹介したり、 連携を図ります。

全日とも ①10:30～ 11:30

②13:30～'14:30

例えば

小学校入学前後の不安

場面の切替えの工夫

【相談員】

【対象】

【会場】

【料金】

【予約制】

しかる、 ほめる、 どうしたらいい ?

児童発達 ・放課後等デイサービス

子ども |こ あつたサービスどう選ぶ 7

瀬谷区発達障害理解啓発グループ antmama

八木澤 恵奈氏

乳幼児から思春期くらいまでのお子さんとその保護者

またま 1階 (個別対応 )

¥500(施設利用料として)

※活動の運営資金になります

各回 1組/電話 045-303-7020ま で

相談員プロフイール

八木澤恵奈氏 /小松直美氏

瀬谷区発達障害理解啓発グループantmama(ア ントママ)のメンバーです。

瀬谷区の知的障がい児親の会 「ほっぺ」 から生まれたグループで、 私たち

の子どもが、 障害があっても、 地域で自分らしく暮らしていってほしい。

そのために、 様々な方に障害のことを理解してもらいたい !啓発していきた

い !と 願つて活動しています。 発達障害理解講座の開催や、 発達障害のある

お子さんの家族サポートとしても活動しています。

antmama A/Ld)
FacebookJ

木山光江氏

「児童家庭支援センターうぃず」 |こ て、 子育てのことや、 家庭のこと、 お母さん、 お父

さん自身のこと|こ ついて相談を受けている臨床心理士です。 子育て経験も活かし、 プレイ

セラピーも行つています。 気軽 |こ お話してもらい、気楽 |こ なってもらえるとうれしいです。

児童家庭支援センターういず…瀬谷区三ツ境 11-7 丸松ビル 1階 045-489-9090

んなこ でと

分んませ´
でヽヽ悩ん



オンライン勉強会 (ZOOM)

「小学校期の過ごし方」
小学校でうちの子座 っていられるかしら…、集団生活できるかな…など、

入学前は心配なことばか りではないで しようか。また、普通級、通級、個別

支援級、特別支援学校の違 いは何 ?|こ ついてや、学齢期 を過 ご してわか る、

や つておいて良かったことなど、同じ立場のママからお伝 えします。

2月 5日 (金 )10:30～ 12:00
10:30～ 11:00 講座

11:20～ 11:50 質疑応答など

話 し手 :八木澤恵奈氏 (瀬谷区発達理解啓発グループantmama)

間き手 :飯吉明子 (NPO法人まんま ぽればれ担当 )

対 象 :発達が気 |こ なる、乳幼児～小学校低学年くらいまでの

予約制 :8組程度              お子さんの保護者
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※お申込いただいた方 |こ後日受講に関するご案内メールをお送りします。

1月 30日 (■ )までにお申込ください。

【受講について】

「 2oom」 を使つたオンライン勉強会です。通信環境等は各自でご確認ください。
講座の録画、録音、撮影および内容 |こ ついて SNS等への投稿はご遠慮 く授さい。
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(ヽ難輸許可シールをお渡しします).

事前 |マしますので. お問合せくだ01

カスタード
洋菓子店

6 NPoiEA a.h,*
瀬谷駅南口から徒歩約ろ分 (瀬谷銀座通り商店街 )

横浜市瀬谷区瀬谷4-7-19
Te1 045-303-539ろ

Fax 045-442-3666

E― mail manmanchi@r9,dion,ne.Jp
器

田■1理割雷□

「子どもの育ち相談日 ぽればれ」は、社会福祉法人 神奈川県社会福祉協議会 より助成を受けて運営しています。


