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

●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♪    

2 ３　布絵本×編み物 4  amひろばお休み 5 6 7 8
お休み ×ミシン部(am) （り～ののへや） お休み イトウベーカリー 折り紙タイム

ちょこっと ちょこっと ちょこっと

9　お休み 10 11  amひろばお休み 12 13 14 15
ねぞうアート準備 （り～ののへや） お休み 川田米店 知って得する

（ｐｍ) 預かり登録説明会 お金の話(am)

（ｐｍ） 絵本カフェ(pm)
ちょこっと ちょこっと ちょこっと

16 17　布絵本×編み物 18 amひろばお休み 19 20 21 22
お休み ×ミシン部(am) （り～ののへや） お休み 関口パン

ベビママタイム

ちょこっと 　　　　　　　　　（ｐｍ） ちょこっと ちょこっと

23 24 25 amひろばお休み 26 27　お休み 28 29
日曜 ねぞうアート本番 （り～ののへや） おもちゃ病院 中村さんの一汁ニ菜 マタニティクラス(am)

オープン （ｐｍ) パパ優先ベビマ(pm)

11:00-15:00 30
ちょこっと ちょこっと ちょこっと お休み

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

身体のメンテナ
ンス講座
（預かりっこ）

恒例の総会後「持ち寄りｻﾝﾄﾞｲｯﾁﾗﾝﾁ」

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 6

UFO記念日の雑学）1947年6月24日、アメリカで初めてUFOが目撃された記録があることにちなん

で、UFO研究家たちが記念日に制定。実業家ケネス・アーノルド氏が飛行機で移動中に、時速約

2,700kmもの速度で急昇降を繰り返す9機の見慣れない飛行物体を発見。アーノルド氏はこの物体

を「空飛ぶ円盤(flying saucer)」と呼び、これが全米で報道されると同様の目撃証言が相次ぎ、アメ

リカ空軍は、これを「UFO(Unidentified Flying Object：未確認飛行物体)」と名づけるも、調査の結果

は“目の錯覚の類”との結論を報告し、未だに基本的にはUFOの存在自体が謎とされています。

NPO法人ゆったりーのの総会を行いました
「平成30年度の事業報告・決算及び平成31年（令和元年）度の事業計画・予算案」が承認されました。また

理事改選の年でもあり、6名の理事が退任し、新任再任の11名の理事が承認されました。

新宿

子育て

メッセ

以下、新代表理事、入江雅子さんの新任挨拶より抜粋です。

＜新代表としてのあいさつ＞

ゆったりーの誕生の経緯を振り返ると、初め北山伏保育園跡地活用のための

ワークショップに始まり、未就学の親子が遊んだり一緒に食べたり学んだり

ということができる場所を運営していこうとことで、ゆったりーの運営委員

会ができたというのが2004年の動きです。その時から子育て真っ最中の当

事者である小原さんが運営委員会の代表になり、子育て世代代表としてゆっ

たりーのを作っていく体制ができました。

この14年間で関わる人も増え、事業の幅も広がってきましたが、もう一度ゆっ

たりーの全体を総点検する時期にきているのではないかという声が昨年あがり、

再生ワークショップを立ち上げて、まずは運営組織の見直しを図りました。そ

の結果、運営を実際に進めていく事務局と日常の業務を担うスタッフを明確に

分け、理事会は最終責任は追うが日常は後方支援にまわる、という構図を明示

していこうということになりました。今年はその構図にそって、関わる人は自

分の持ち味を一番発揮できるポジションについて動いてみるという試行段階、

来年度から本格始動と考えました。 ただ今年度は理事改選の年でもあるので、

理事会の位置づけは少し前倒しで新しい体制を組むことになりました。

（中略）私などはそろそろ引退かなと思っていたんですが、今回の運営体制見直しで、ゆったりーの立ち上げの

ときには関わっていなかったみなさんが真剣にゆったりーののあり方を議論してくださっているのを見て、これ

からも若い方々に一層輝いていただくために後方支援にまわるのも悪くないなと思って、代表理事をひきうける

ことにしました。

これからもNPO法人ゆったりーのという団体、ひろばを中心とするこのゆったりーのという場所を通じて、未来

にはばたく子どもたちがのびのび成長できて、子育て中の保護者がみんなで手をとりあっていける環境を作るた

めに、多くの皆さんと頑張っていきたいと思います。どうぞ、よろしくお願いします。



ひ ろ ば だ よ り  ゆったりーの日記から 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

寝かしつけの壁「背中スイッチ」の克服を目指す！   ねんねルーティン確立のおすすめ 絵 本 の 紹 介  ～スタッフ F さんのおすすめ！～  

  

背中スイッチとは） 

抱っこや授乳で寝かしつけをして、寝たと思いベビーベッドや布団に置くとお子さんに「背中スイッチ」が入り、大泣き！！

という‥‥あれです！暖かいパパやママの腕から、急に布団に移されることにより、背中で冷たさや硬さを感じて起きてし

まうわけですね。ご紹介のサイトより、ねんねルーティンの確立というひとつの方法のおすすめです。 

 

 5 月１7日(土) パラソル出しました♪ 

 

日差しが強くなってきましたね♪ 

ゆったり～ののウッドデッキにパラソルを出し

ました！・・・少しは涼しく感じます。 

利用者さんから寄付していただいた新しい三輪

車も入りました  

本格的な夏になると、暑さでお砂場も外遊びは

しにくくなりますよね。新しい三輪車も是非お

早めに試し乗りしてみて下さいね！ 

 

  

 

5月 11日(土) ハーバリウム教室 
 

母の日直前の土曜日、利用者の方が講師となり

『ハーバリウム教室』がありました。ゆったり～

のの企画ではありませんが、時々フリールームを

利用していろんなお教室があります。ひろば廊下

の情報コーナーにお知らせがでている場合も多

いので、是非チェックしてみてください！この日

は、お子さん 2 人とひろばに遊びに来ていたマ

マが参加。息子さんと講師の先生が楽しそうに制

作中！ 

活動報告 メリーさんのおはなし会 

ねんねルーティンがあると、赤ちゃんは次に何が起こるかが予測できるよう

になるため安心します。毎日同じねんねルーティンを行うことがなにより大

切。たとえば、おふろ→ベビーマッサージ→着替え→（歯が生えている場合

は歯みがき）→授乳→絵本→寝る、など簡単なねんねルーティンでいいので

すが、一貫性を持って毎日続けられるものにしましょう。また、完全に寝落

ちをした後にベビーベッドや布団に置いてしまうと、起きてしまったときに

寝ていた場所と環境が違うため、不安になって泣いて起きてしまうことがあ

ります。目が開いている状態で寝床に置き、少し一人の時間を与え、泣いて

いる場合は「大丈夫だよ、ママ・パパはここにいるからね」と声かけをしま

す。それでも泣き続ける場合は、手のひらをしっかり使って胸やおなかをト

ントンしてあげたりしましょう。それでも泣いている場合は、抱っこして落

ち着かせましょう。泣きが落ち着いたらまたベビーベッド・布団におろして

みましょう。完全に寝落ちしてしまう前に寝床に置くことで、背中スイッチ

が入らずスムーズに寝入る確率が上がります。  

 

『おさるのジョージ  
チョコレートこうじょうへいく』 
 

H.＆H．A.レイ原作 福本友美子訳 

 
我が家の２人の息子が小さかったときに、親子ともども大好きで、

何度も読んであげた本です。知りたがりやのジョージが、大きなチ

ョコレート工場に紛れ込み、チョコレートを作る機械でひと悶着起

こしてしまって「さあ大変！」というお話ですが、途中に出てくる

たくさんのチョコレートの絵がとても可愛いくて、美味しそうなん

です！ いつも、「○○君はどのチョコが食べた～い？」「ママはコ

レが一番おいしそうだと思う！」みたいな会話をしながら、親子で

楽しんでいたことを思い出します。他にも、「おさるのジョージ パ

ンケーキをつくる」という巻もあるのですが、おなじ食べ物シリー

ズで、やはり絵もストーリーも楽しいので、おススメです！ 

 

メリーさんのおはなし会は、読み聞かせに興

味があるママさんの集まりです。隔月に 1 回の

ペースで利用者さんに向けて、金曜日の 11:00

から 30 分程度の絵本の読み聞かせや手遊びを

しています。メンバーは、スターティングメン

バー3名に、追加メンバー2名の計 5名で現在活

動しています。 

本番までの流れとして、まず初めに各自えら

んできた絵本や紙芝居を持ち寄って読む順番を

決め、手遊びは何をするか考える打ち合わせ兼

リハーサル日が一日あります。次に集まるのが

本番当日で、本番一時間前に集まり、練習をし

ます。このように、集まる日は少なく、無理な

く楽しく活動させていただいています。 

最近の開催では、初めて簡単な工作も取り入

れてみたところ、とても楽しかったので今後も

何かあればやってみたいと思っています。絵本

が好き、読み聞かせに興味があるママさんがい

らっしゃいましたら是非一度メリーさんのおは

なし会に遊びに来てください。 

新しいスタッフの紹介 窪川布美子さん 

            くぼかわふみこ 

 

 

 

 

♥自己紹介♥ 

窪川です！ 

小学 2 年生の息子のママです。むかーし

むかし音楽が好きでドラムを叩いていま

した。息子は和だいこを叩いています。

DNA❓❓❓ 

ベビマッサージやベビーサインなど興味

ある方は声をかけてください。 

シリーズ本もたくさん出てます→ 

 

たまひよサイト

 

親子や兄弟・姉妹の会話がはずむ本！ 



 

https://st.benesse.ne.jp/ikuji/content/?id=37457&utm_source=headlines.yahoo&utm_medium=referral 

「たまひよ」サイトより抜粋 

 

https://st.benesse.ne.jp/ikuji/content/?id=37457&utm_source=headlines.yahoo&utm_medium=referral

