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5月は親と子のつどいの広場 「ふきのとう」 誕生 14周年記念月間！！ 

 ☆記 念 イベント☆  

 

 

新緑の美しい 5月に親と子のつどいの広場「ふきのとう」が誕生しました。 

記念イベントの 1つの『ふきのとうシールラリー』は、5月中広場利用1回ごとに 

シールを 1枚差し上げ、3枚たまるごとに美味しいプレゼントがもらえるという 

ものです。プレゼントは 3種類①→②→③とグレードアップしていきます。 

プレゼント③目指して、広場にたくさん遊びに来てくださいね。 

また 『スタンプラリーin野島公園』 は予約制ですが、土曜日なのでご家族 

お揃いでぜひご参加ください。詳細はチラシや裏面をご覧ください。 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

   

 

fukinoto_kosodate_net@yahoo.co.jp 

http://fukinoto.net/ 
 
 

 

「ふきのとう」だより 
親と子のつどいの広場 

横浜市補助事業 

発行日：   令和4年4月26日(火) 

発行元：子育て支援ネット「ふきのとう」事務局 

広場住所：金沢区洲崎町10-7 

TEL : 080-2042-8220 

 (火～金 10：00～15：00)， 

または 045-784-7207（事務局：坂内） 
 

第169号

 

2022年 （5月号） 

『かえるのこうつうあんぜん』 

さくらともこ・さく せべ まさゆき・え 

  PHP研究所 

『ちょっといい話』原稿募集中！耳より情報をお寄せください。 

ふきのとうで使っている除菌 

アルコールスプレーをご紹介 

します。除菌・消臭・防カビ・お手入れ・食品 

保存に大活躍の「ドーバーパストリーゼ」です。 

パストリーゼは酒造メーカーが作っており、 

お酒を造る時に使う「純水」が使われているなど 万が一口に

入ったとしても問題のない「安全性の高さ」で知られていま

す。食材に直接噴霧しても問題なく使用することができま

す。また食品添加物としても認められているため、小さなお

子さまや赤ちゃんがいらっしゃるご家族も安心して使う事が

できます。使用後は洗い流す必要も二度拭きする必要もない

ので、使い勝手に優れたアルコール製剤です。活躍の幅が広

いだけでなく、食べ物に使用できるほど成分が安全なので、

小さな子どもやペットがいるおうちにもおすすめです。 

パストリーゼの使い方の本がふきのとうにありますので、 

見てみてくださいね。            Ｙ．Ａ． 

ID： @045nbbwm 
 
 

 

かえるむらのかえるたち 

が紅葉を見にお出かけを 

します。お出かけ先で初 

めて見る信号。色が変わ 

って行くので、これが紅 

葉と勘違いし道路に飛び出してしまいま

す。危ない！でもなんとか回避。 

それでも道路を渡れずに困っていると、

カラスのパトロール隊長がやって来て交

通ルールを教えてくれます。赤信号でわ

たる危なさ、黄色信号の時の注意ポイン

トなどわかりやすいです。信号の話や交

通ルールをお子さまに教える際にオスス

メの１冊です。       M．S． 

『広場誕生日記念無料デイ』 

6日（金） 

 

『スタンプラリーin野島公園』 

21日（土）10：00～11：30 

『ふきのとうシールラリー』 

6日（金）～31日（火） 

 

プレゼント①  鳩サブレと紅茶 

プレゼント②  ハーバーとハーブティー 

プレゼント③  くるみっ子とクッキーとお茶 

 

いつもお家から近いので「ふきのとう」に 2歳半の子供を連れて遊びにいかせていただいてます。 沢山のお子様やママさんもいるので 

子育てのお話などできるので私も嬉しいし、子供もいつも一緒に遊んでいて楽しそうです！本当に助かっています！ 

まだ参加できていない、ふきのとうの毎月行われているイベントにもぜひ参加したいです。                  Ａ．Ｙ． 

ママの声  

 



 

＊スタッフミーティング ： 広場のプログラムの企画から参加したい方は、是非ご出席ください。子連れ大歓迎です。

★   和 み の ヨ ー ガ ： 誰にでもできる世界一「ラク」なお手当てヨーガです。参加費（広場利用料+200＝300円）

 

お は な し 会
 

： “おはなしころりん村”の皆さんによる楽しいプログラムがいっぱい！ ＊第4金曜日に実施しています。

講師：和みのﾖｰｶﾞｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ　浜田千晴（元「ふきのとう」会員）＊第3木曜日に実施します。
（持ち物：
　フェイスタオル）

◎ お 誕 生 会
 
： 未就園児の会員親子を対象にしたお誕生会です。ツーショットの記念写真と、お子さんにはメダルを、

お母さんにはメッセージカードをプレゼント致します。また、参加されたお母さんの中で、その月にお誕生日
を迎える方にも、心ばかりの品をプレゼント致します。当日広場に来られた方みんなでお祝いしましょう！

 □「宅老所えん」訪問 ： 高齢者との交流会です。希望する親子数組と午後1時20分頃広場を出発し、約30分くらいお年寄りと
楽しい時間を過ごして、2時頃広場に戻ってきます。

 
 

５月

６月

 

５ 月 の プ ロ グ ラ ム

＊詳細は表面をご覧ください。

　広場誕生日記念無料デイ ６日（金）　広場の誕生日は　5/7（土）です。

　広場誕生14周年記念シールラリー ６日（金）～３１日（火）

１１日（水）10：20～11：20さんぽに行きましょう！
お天気の良い時にみんなで  “愛児園園庭”に行って遊びましょう！
10:10に広場を出発して、10:20から１時間遊びます。

“アルバムカフェ”とは、みんなで集まって気軽に楽しく素敵なアルバム作りを
する場のことです。ご家族の写真を数枚ご用意ください。

○

１８日（水）10：30～11：30アルバムカフェ☆

＊奇数月に実施しています。１０日（火）10：30～11：30カウンセラーさんに子育て相談
・集合時間：10：00　・集合場所：野島公園遊具広場
・参加費：　無料
・申し込み：先着20組（5/6から広場と電話で受付）
　　＊詳細はチラシをご覧ください。

スタンプラリー in  野島公園
２１日（土）　10：00～11：30（土曜ひろば）

広場誕生14周年記念

  ２５日（水）10：00～11：30

“保育・教育コンシェルジュ”出張相談
※奇数月の第4水曜日に実施。

１２日（木）10：00～11：30“キャリアコンサルタント”出張相談
講師：元「ふきのとう」会員　武藤　夏子

講師：「ふきのとう」スタッフ会員　関　美英　参加費：広場利用料+材料費＝200円 ※“和みのヨーガ”は、6月から再開します。

（小学一年生のママ。街の生き方、働き方の相談役。　不妊治療、育休、保活、就活も経験。
　育休中のこと、働くことなど一緒に悩んで考えて一緒に進みましょう！）

イベントが休止される時は
HP･Facebook･LINEでお知らせします。

毎 月 実 施

６月のプログラムの詳細は「ふきのとう」だより６月号でお知らせします

子育てパートナー
10:00～11:30

お母さんの健康チェック
10:00～11:30

9:30～12:00
＊ｽﾀｯﾌﾐｰﾃｨﾝｸﾞ

※広場は 12:30~

10:45～11:30
★和みのヨーガ

10:30～11:30

乳幼児の虫歯予防と
離乳食の話

親子でスキンシップ(1F)
(2F)フリースペース

助産師さんに子育て相談
10:00～11:30
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13:30～14:00
□宅老所えん訪問

11:00～11:30
◎お誕生会

ノンプログラム

ノンプログラム

ノンプログラム

ノンプログラムノンプログラム

ノンプログラム

ノンプログラム

 

おはなし会
11:00～11:30

しゃべり場
お母さんの

「ふきのとう」2022年５月・６月の予定表

ノンプログラム

ノンプログラム

ノンプログラム

ノンプログラム

ノンプログラム

しゃべり場
お母さんの

おはなし会
11:00～11:30

・場　所：いきいきセンター金沢2F多目的研修室
・内　容：骨盤体操　・参加費：300円　・持ち物：スポーツタオル
・定員10組（予約制）：TEL：045-782-2940（泥亀地域ケアプラザ）

（泥亀地域ケアプラザとの共催事業） 

○さんぽに行きましょう！
10:20～11:20

13:30～14:00

□宅老所えん訪問
10:30～11:30

☆アルバムカフェ

10:00～11:30

キャリアコンサルタント

9:30～12:00

＊スタッフミーティング

in 野島公園
スタンプラリー

広場誕生14周年記念

カウンセラーさんに子育て相談

10:30～11:30

（憲法記念日）
お休み

（みどりの日）
お休み

（こどもの日）
お休み

10:20～11:20

〇さんぽに行きましょう！

無料デイ
広場誕生日記念

10:00～11:30

保育・教育コンシェルジュ

 講師：産業カウンセラー　市田薫
（「心の健康教室」「老人介護をされる職員のためのｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ勉強会」等の講師をされています。）

“子育て中のママのためのいきいき心の講座”からタイトルを変えました。
ひとり一人に寄り添って、お話しを聴いてくださいます。

11:00～11:30

◎お誕生会

10:30～11:30
赤ちゃんとコミュニケーション

育児講座

  

  
お母さんのしゃべり場

予約受付

TEL:080-2042-8220

5/6から火～金の
10時～15時の時間帯

 

９日（月）　10：00～11：00


