
日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

※0ヶ月～3歳未満 0ヶ月～3歳未満 0ヶ月～未就学児 0ヶ月～未就学児 0ヶ月～未就学児

１０：００～１６：００ １２：３０～１６：００ １０：００～１６：００ １０：００～１６：００ １０：００～１６：００

   ○3年保育に行かない3歳児 1 2 3 4
    (平成27年4月2日～28年4月1日生まれ) お休み お休み お休み

   ○3歳未満の弟妹のいる3歳以上のお子さん

      もひろばを利用できます♪    

ちょこっと

5 6 7 amひろばお休み 8 9 10 11
お休み お休み （り～ののへや） お休み 関口パン 折り紙タイム

ちょこっと ちょこっと

12 13 14 amひろばお休み 15 16 17 18
お休み ねぞうアート準備 （り～ののへや） お休み 川田米店

（ｐｍ) 預かり登録説明会
（ｐｍ）

ちょこっと ちょこっと ちょこっと

19 20　布絵本×編み物 21 amひろばお休み 22 23 24 25
お休み ×ミシン部(am) （り～ののへや） おもちゃ病院 お休み イトウベーカリー 大学生とあそぼう

ねぞうアート本番 ゆったり～の総会 メリーさんのおはなし会

（ｐｍ) ベビママタイム （aｍ)

ちょこっと 　　　　　　　　　（ｐｍ）ちょこっと ちょこっと

26 27 28 amひろばお休み 29 30 31
お休み り～のdeおしゃべり お休み 中村さんの一汁ニ菜

お休み

ベビーマッサージ

ちょこっと 　　  (am/pm) ちょこっと ちょこっと

お知らせは、携帯でも見ることが

できます。アクセスしてみてね！

お休み お休み

Q：堅苦しい雰囲気ではあり
ませんか？

Ａ：総会なので少々堅苦しい

内容もありますが、スラ

イドショーや、今年度は

理事改選の年でもあるの

で、新旧理事やスタッフ

の紹介などもあります。

終了後のサンドイッチ

ランチなど楽しいものも

準備しています。

Q：ひろばで遊べますか？

A：総会はひろばで行いますが、
おもちゃはそのままなの

で総会中も遊べます。

2-17
TEL  5228-4377 FAX  6909-6265

http://yuttarino.org
office@yuttarino.org

10:00 16:00

マークは
予約が必要です

マークは
参加費等がかかり

マークは
託児があります

（予約制）

これらのマーク
は、
11:30から
カフェにてパン・
おにぎりなどの
販売があります。
売切れ次第終了
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NPO法人ゆったり～の理事会だより

2019 5

今月の雑学）『きんぴら』の名前の由来をご存知ですか？漢字で書くと「金平」。実はあの

有名な童話「金太郎」の息子の名前が語源由来となっている説があるそうです。金太郎

の本名は坂田金時、その息子の名前はなんと！坂田金平（さかたのきんぴら）という名

前でした。金平は怪力でとても力強い人物だったため、ゴボウの触感がしっかりしている

こと、食べると元気が出ることからゴボウを甘辛く炒めたものを「きんぴらごぼう」と呼ぶよ

うになったそうです。

総会のあとは…

総会終了後は、みんなでサンドイッチを食べながら、

おしゃべりしましょう。晴れたら、テラスでね！

各自パンと中にはさむ具（1、2種類）を持ってきてください。

みんなで分け合って、楽しく食べましょう。

すべて申し込み不要・参加費無料

平成31年5月21日（火）

10：45～11：30

ゆったりーのゆうゆうひろば

「平成30年度事業報告・会計報告」

「平成3１年度事業計画・予算案」

「平成3１年度役員・スタッフ紹介」

Q：運営会員でなくても
参加できますか？

A：議決権は運営会員しかあ
りませんが、活動会員・

１日会員の方もぜひ立ち

寄ってください。



ひ ろ ば だ よ り  ゆったりーの日記から 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

早く治療すれば回復も可能 「子どもの弱視」 名作絵本のご紹介 ～スタッフ A さんのおすすめ！～  

  

 

【弱視を見逃さないためにできること】 
 
〇こんな時は眼科へ 
 ・目つきがおかしい 

 ・テレビを見るときに近くに寄ったり目を細めたりする 

  ・目が揺れている 

・頭を傾けたり、横目で見たりする 

・斜視のように見える 

・黒目の中央が白く見える 

 

〇3 歳児検診を必ず受ける 
 ・子どもが視力検査のやり方を理解できるようになるのは 

３歳ごろからなので、３歳児検診でしっかりチェックを 

することが重要です。 

・おしゃべりティータイムが良かった 

・ストレッチでとてもスッキリしました！楽しかったです。 

・先輩ママの話が色々きけて良かったです。 

・月 1 のママの楽しみです。いつも癒しの時間をありがとう！ 

・足がポカポカになった。助産師さんもいらして大変ためになった。 

・マッサージで癒されました。気持ちも楽になりました。 

・ママがリラックスできるプログラムで嬉しかったです。 

・悩みの相談ができて良かったです。  

などなど。 

 

 

 

 

 

 

 

お間違えなく～！ 

 

弱視とは「めがねやコンタクトをしても視力が 1.0 に満たない状態」を言います。子どもの弱視の多く

は 3 歳ごろから治療を始めれば小学校入学までに視力が改善しますが、8 歳以降になると思うような

効果が得られず、弱視となってしまう場合が多くなるそうです。 

しかし、強い遠視や乱視、不同視は満３歳～3 歳半ごろに発見し、治療を継続できれば、小学校入学ま

でにほとんどが 0.8 以上の視力になり、学校生活で問題ない状態にすることができるそうです。 

 

ある日のベビママＭＥＮＵ 

13:30～13:45 体重測定希望の方は測定 

13:45～14:00 ミニストレッチなど 

14:00～14:30 グループタイム 

14:30～15:00 助産師さんに個別相談 

4 月 5 日(金)ひろばノートができました！ 

利用者さんとゆったり～のをつなぐ新たなツール、

「ひろばノート」ができました。みなさんが日頃思

っている「あったらいいな」「こんなことできるか

な」などをぜひ書き込んでください。それ以外に

も、日常のうれしかったことやちょっと聞いてよ！

なんてこと、マイブームやお子さんの面白い癖な

ど、交換日記的に使えるといいなと思っています。

みなさんの書き込みをお待ちしていまーす♪ 

 

出典：たまひよonline → 

 

祝・こどもの日 
 

今年も大きなこいのぼりを出しましたよ～。

スタッフ数人で朝夕うんしょうんしょと綱

張りをがんばりました。一番大きなお父さん

鯉の尾が地につかないように、そして園庭で

遊ぶお子さんがちょっと触れることのでき

る位置を探りながら…。優雅に泳ぐ鯉の姿が

お子さんたちの記憶に残ると嬉しいです。 

ツヤツヤで本物のようなくだものの絵本です。大人も思わず手を出してし

まいそう。美しい絵に、子どもに見せる前に自分が何度も見入ってしまい

ました。子どもとは「はい、どうぞ。」と、やりとりが楽しめます。 

私が絵本を読み聞かせしながら「はい、どうぞ。」と、くだものを差し出す

仕種をすると、嬉しそうに口をパクパクモグモグさせて食べる真似をする

1 歳の息子。ちっちゃなお口、かわいかったな～。夜泣きのすごい子でし

たが、振り返るとかわいい姿ばかり思い出します。 

皆さんも毎日大変でしょうが、フワフワで甘いかおりのお子さんと 

たくさんかかわれるのは期間限定ですよ！あっという間にモサモサに成

長します（個人差あり）。モサモサでもかわいいですけどね。 

 

 

  

 

 

好きな絵本
についての
エピソード
も募集中♥ 

 

0 歳からでも楽しめる！ リアルな絵本！ 

 

 

同じ作者のシリーズ本もあります。⇒ 

 

パズルなどが入っ
ている棚の扉に近隣
情報の掲載された地
図が貼ってありま
す。 

 新しい耳より情
報がありましたら付
箋に書いて教えてく
ださいね♪ 
 

4 月２日(火)安全管理【消毒編】 

ゆったり～ののような公共の場所だと、わが子がお

もちゃをよだれだらけにしてしまって申し訳ない…

と思う方もいらっしゃると思います。ゆったり～の

では、お子さんが舐めたおもちゃを洗って乾かす場

所があります(写真左)。洗えない物については、ウ

ェットティッシュをご利用いただくことができま

す。ブロックやおままごとの食器は、定期的に洗浄

しています(写真右)。そしてなんと‼砂場の砂も毎週

消毒しています。何でも舐めてしまったり、よだれ

が出るのは、成長の過程でとっても大事なこと。ど

うぞ気にしないで遊びに来てくださいね。 

昨年度の振り返り ベビママタイム 
 
ベビママタイムはおおよそ 8 ヶ月未満のお子さん

とママの交流の場です。昨年度は 12 回の開催で、

87 組の親子が参加されました。 

ご協力いただいたアンケートにで、感想や、やっ

て欲しい企画など、みなさんのご意見を紹介いた

します。今年度もお楽しみに♪ 

 

 

気になることがあったら、保健

センターや子育てひろばスタ

ッフにまずは相談してみまし

ょう。専門機関を探すお手伝い

をいたします。 

 

動き回る３歳児に健診を受け

させるのは確かに大変ですが、 

「要精密検査」と診断されたら

必ず受診することが、早期治療

開始の第一歩です。 

 

『くだもの』（幼児絵本シリーズ）絵・文平山和子 

 


