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｢ふきのとう｣の”秋 まつり“は今 年 も中 止 ！！
残暑が続いていますが、暦の上ではもう秋ですね。 ｢ふきのとう｣の “秋まつり”、昨年は開催できませんでし
たので、今年は感染防止対策をしっかりとりながら、人数と時間を制限して実施する予定でしたが、緊急事態
宣言が延長されたため、残念ですが中止します。また、横浜市の要請でランチタイムも緊急事態宣言が解除
されるまで休止します。密になってしまいそうな ”フィンガーペイント” も中止します。中旬以降のイベントに
ついては、変更が決まり次第 Facebook と HP でお知らせ

ちょっと
いい話

します。｢ふきのとう｣の広場は先着 10 組の人数制限はし
ていますが、開所していますのでぜひご利用ください。
お待ちしています。

日時：９月１８日（土） 10：30～12：00
場所：川町内会館（金沢区六浦 4 丁目 18-7）

『よるくま』
作：酒井駒子

出版社：偕成社

使わなくなった衣類・おもちゃ・絵本・育児用品などを
事前、または当日持ち込みすることで「バザー品購入
チケット」を差し上げます。チケットによる交換または
現金による販売（１点 10 円、50 円、100 円）もして

「ママあのね…
きのうのよるね、うんとよなかにか
わいいこがきたんだよ」おやすみ前の
ベッドの中で、男の子は、ママに話し

います。事前持ち込みをする場合は、リトルハウス

ます。くまのこ。【よるくま】です。

（六浦月抜踏切そば）で受け付けています。

「あのね、おかあさんをさがしにきた
の」男の子は、
【よるくま】とお母さ

≪持ち込みについて≫

んを探しに行きます。あちこち探して

衣類：130 サイズまで（洗濯済み、清潔なもの）

も、おうちに戻ってもお母さんは、見
つかりません。

下着・肌着・靴下は新品、未使用のみ

【よるくま】は、

衣類以外は壊れていないもの
問い合わせ：047-786-0873（地域サポートマリン）

ついに泣き出して…。
男の子と【よるくま】

ふきのとう広場にて、詳細のチラシを数部用意して

の素敵な夜の大冒険。秋の夜長に心温

おります。

まる 1 冊です。

「ふきのとう」会員

Ｋ.Ｈ.
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『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。

マ マの声
私が初めてふきのとうを利用したのは、2 人目がまだ 0 歳で他県から引越してきたばかりの頃でした。慣れない土地での 2 人育児、仕
事を変えたばかりで休みのない主人。そんな疲れ切った状況の時にふきのとうと出会い、いつも温かく迎えてくださるスタッフさんや同じよ
うに子育て中のママさんと話せることが私のリフレッシュの場となりました。また、全く土地勘のない私にとって地元の色々な情報を教えて
もらえる有難い場でもあります。上の子の幼稚園選びでは、実際にその幼稚園に通っている子のママさんやスタッフさんのお話を聞けて
とても参考になりました。今では上の子は年中さん、下の子は保育園に入りふきのとうへ行く機会も減っていましたが、2 月に 3 人目が
生まれ私の体調も落ち着いてきたのでまたちょくちょく通いたいと思います♬
Y．T．

「ふきのとう」2021年９月・10月の予定表
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足育てと靴選びの話

30
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９月のプログラム

☆フィンガーペイント １日（水）10：30～11：30

大きなキャンパスに絵を描いてみましょう！汚れても良い服をご用意ください。

・“キャリアコンサルタント”出張相談
講師：「ふきのとう」会員

武藤

夏子

９日（木）10：00～11：30

（年長児のママ。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！）

カウンセラーさんに子育て相談

講師：産業カウンセラー

１７日（金）10：30～11：30

＊奇数月に実施しています。

秋まつり（出張土曜ひろば）
１１日（土）①10：00～10：40
②10：50～11：30

・場 所：いきいきセンター金沢2F多目的研修室・ホール
or
・定 員：①と②入れ替え制で各10組（予約制）リモート
・参加費：子ども一人100円 ＊詳細はチラシをご覧ください

市田薫

お母さんのしゃべり場

（「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。

避難訓練（さらしでおんぶ）
講師：市川真奈美

２８日（火）10：30～11：30

大きめのストール
をお持ちの方は
ご持参ください

（三兄弟の母。助産院や産婦人科でスリングやさらしでの抱っこ、おんぶの講習会を開催して約20年
経験から月齢、お子さんの様子を見てその時に合った楽ちんな抱き方を伝授します。）

足育てと靴選びの話
講師：小松よしこ

３０日（木）10：30～11：30
（フットケアセラピスト。小児、自閉症児タッチケアアドバイザー。）

（泥亀地域ケアプラザとの共催事業）

１３日（月）10：00～11：00

・場 所：いきいきセンター金沢2F多目的研修室
・内 容：ベビーマッサージ ・対 象：乳幼児親子
・参加費：500円 ・定員：8組（予約制）
TEL：045-782-2940（泥亀地域ケアプラザ）

“保育・教育コンシェルジュ”出張相談
２２日（水）10：00～11：30 ※奇数月の第4水曜日に実施。

毎月実施

＊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。
お

◎ お

は

誕

な

し

生

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。

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

★ 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）

１０月

月

楽しい時間を過ごして、2時頃広場に戻ってきます。
講師：和みのﾖｰｶﾞｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ
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浜田千晴（元「ふきのとう」会員）＊第3木曜日に実施します。 フェイスタオル）
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１０月のプログラムの詳細は「ふきのとう」だより１０月号でお知らせします

