
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

1 2　amひろばお休み 3 4 5 6
布絵本×編み物部 （り～ののへや） お休み パン販売 おしゃべりひろば
　　×ミシン部（aｍ) BPプログラム① メリーさんのおはなし会 トレーニング（aｍ)

（aｍ) 折り紙タイム（ｐｍ)

ちょこっと ちょこっと ちょこっと 大学生と遊ぼう（ｐｍ)

7 8 9　amひろばお休み 10 11 12 13
ねぞうアート準備 （り～ののへや） お休み おにぎり販売 北山伏児童館まつり

お休み （ｐｍ) 預かり登録説明会 BPプログラム②

（ｐｍ)

ちょこっと ちょこっと

14 15 16 amひろばお休み 17 18 19 20
（り～ののへや） お休み パン販売 みちあそび（ｐｍ)

お休み お休み ベビママタイム BPプログラム③

（ｐｍ)
ちょこっと ちょこっと

21 22 23 amひろばお休み 24 25 26 27
ねぞうアート本番 （り～ののへや） おもちゃ病院 お休み 中村さんの一汁ニ菜

お休み （ｐｍ) BPプログラム④

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

28 29 30 amひろばお休み 31
（り～ののへや）

お休み 流しそうめん体験（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

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 ～夏のみずあそび～

2019 7

今月の雑学）五条の大橋で弁慶と渡り合った牛若丸は、一本歯の下駄を履いています。

一見すると歩きにくそうですが、この下駄は本来は山を登る為に発明された物で、現在でいえば登

山シューズにあたるものなのだそう。当時、一般庶民が履いていたのは草履。ゲタを履くのは山中

で修行をする僧侶や山伏などの修験者だけでした。驚くことに実際に山を登る時は普通の二本歯

の下駄よりも一本歯のほうがすべりにくく歩きやすいそうです。なぜ牛若丸がそれを履いていたか

というと…そう、牛若丸は「鞍馬山」で修行をしていたためです。華奢なイメージですが、かなり足腰

が鍛えられたことでしょう。

月曜日の

午後は・・・

○3年保育に行かない3歳児

(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♪

ゆったりーのでは、
時間などを気にせず臨機応変にあそべる
「たらいあそび」と、大きなビニールプールで
ダイナミックにあそべる、「プールあそび」
ができます

★節水にご協力をお願いします。

★プールやたらいに入っている時は、全員が見守り役

です。子どもたちが水遊びをしているときは保護者

の方は必ずお庭で見守りをしてください。

★不審者や紫外線対策にもなりますので、可能であれ

ば、Tシャツや水着などを着用してください。

★保護者の方も準備や片付けのお手伝いをお願いします。

日時：6月～9月
10:00～15:30

利用料：無料
対象：公共のプールにまだ

入れないお子さんも
どうぞ

見守り：保護者
備考：準備片付けは各自で

お願いします。

日時：8月の月/水/金曜日

13:30～14:30

参加費：子ども1人100円

対象：ひとりでお座り

できるお子さん

見守り：保護者と臨時学生

スタッフ

みんなでみちあそび第３弾 !

夏ならではの企画を検討中です



ひ ろ ば だ よ り  ゆったりーの日記から 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

「う〇こミュージアム」でいっそのこと叫ばせてしまおう！！ 今月はもう「う〇こ」で統一します！！           ～スタッフ S さんのおすすめ！～  

 

 

 

 

 

 

近隣情報のご協力ありがとうございました！ 

 

利用者のみなさんに、近隣の地図に耳より情報を

書いた付箋を貼ってもらいました。2019 年 5 月

＆6 月に寄せられた情報をまとめました。 

大人にとっては書店で手に取ることも躊躇しそうなタイトルですね。でもフランスで

はロングセラー。 

カラフルなページの中の主人公のうさぎさんのセリフのほとんどが「うんちっち！」

という短めの絵本です。ゆったりーのでも、ある時期大流行りしました。 

３～５歳児（⇦同じお子さんたち）がゆったりーのに遊びに来るたびに、近くの大人

をつかまえては読んでもらい、げらげらとおなかを抱えて大笑いしていました。「言っ

ちゃダメ！Word」の「うんちっち！」と大人が言ってくれた喜び。 

なんだか絵本っておもしろい！という感覚。そしてゆったりーので友だちと大笑いし

た記憶。 

お子さんが大人になった時、ああ、この本読んだことある～！と思い出してくれそう

な予感がしますね。またトイレトレーニング中のお子さんには、いつもトイレに関連

本を常置しておいて、便座に座りながら読むだけでも楽しそうです。 

『うんちっち』  

ステファニーブレイク作 あすなろ書房 

 

まだある！トイレ絵本 

 

6/12 の活動報告 

 

絵の具遊び@フリールーム 

ブルーシート上に大きな模造紙を置い

て、手、メラミンスポンジ、ローラーで

自由にお絵かきをしました。 

↓ 

お砂場@園庭 

室内での絵の具に満足した後は、汚れた

お手々は洗わずそのままに、お砂場へ

GO！ママと一緒にじっくりお砂遊び 

に没頭しました。 

汚れるのを気にせず遊ばせてあげた 

い！というママたちが、毎回の内容 

を企画しているサークル。 

今後の活動も楽しみですね！ 

３～５歳前後のお子さんは、「言っちゃダメ！」な言葉が大好物。大人の困った顔をみた

くて人前で連呼する、３文字のあのWord「う〇こ」。困っている親御さんも多いはず。 

このミュージアムは、大人も子どもも一緒になってあのWord を口にだせるそんな場所。 

入口を入るとまず「う〇こ」と叫ぶ練習からスタートです。みんなで叫べば怖くない、すぐ慣

れます。 

みんなよりちょっぴりフライングして笑いを誘うのも一興。その後便器に座って MY う〇こを

ゲット。ママや女子向けにカラフルう〇こが飛び交う SNS 映えの場所もあり、定期的に噴

火して小さなう〇こを噴出するう〇こボルケーノあり。 

なぜか HP に載っていないのですが「う〇こシャウト」ではマイクの前で「う～〇こ～!!」と叫

ぶことで声量をポイント化し、目の前の画面にう〇この高さが表示され親子で競うことも

出来ちゃいます。 

館内を行きかうスタッフの若者たちは、あちこちで「ナイスう〇こです！」と爽やかな笑顔で

応援してくれます。この場所では「う〇こ」はもう合言葉になってしまうのです。 

言いたくてうずうずしているお子さんに「言っちゃダメ！」ではなく「さあ、一緒に叫ぼう！」と

言ってあげてましょう！ 

 

 

 

 

⇦「う〇こミュージアムでもまだ足りない！」 

…そんなお子さんを持つママたちへ 
他のう〇こ絵本 

 

 

 

 

6 月 17日(月) アゲハ、旅立ちました！ 

 

５月末にやってきたアゲハの幼虫１４匹。 途中、

よそのお宅にお嫁に出したりしましたが、立派な

あおむしに成長し、順々にサナギに。 

そして 6 月 7 日から続々とアゲハになって、お庭

へと旅立ちました。写真は、初めて来館してくれ

たお子さんと絵本と見比べながら、旅立ちを見送

っているところです。 

6 月 17 日には最後の蝶が巣立って、今期もたく

さんの親子に見守られて美しい姿を楽しませて

くれました 

・水道町『マルエツ』が 7 月開店の予定！ 

・新小川町『いちげベーカリー』16 時に焼き上がる食パンが美味♥ 

・白銀町『亀井堂』クリームパンが美味♥ 

・『白銀公園』不定期でプレーパーク開催 

・東西線『神楽坂駅』改札口行きエレベータ有り♥ 

 

 

  

 

横浜駅東口すぐ「アソビル」をご存知ですか？郵便局をリノベして出来た複合施

設です。幼児の遊び場「PuChu!」や、陶芸・アクセサリー等ものづくりワークショップが

毎日開催される「MONOTORY」、屋上のスポーツ施設もおすすめです。が、ここで

はあえて７月まで開催の「う〇こミュージアム」をご紹介！ 

 

6 月 4日(火) ゆったりーの安全管理【ポーチ編】 

 

以前より、雨が降ったり、水遊びして床が濡れてい

る時に、滑って転びやすく危ないと懸念のあったポ

ーチですが、業者さんにクリーニングしてもらった

のを機会に、滑り止めを設置しました。  

滑り止めは、ザラザラしたヤスリ状で、裏がテープ

になっていて貼り付けることができます。1 番滑りや

すく危なかったところに貼りました↓ 

水遊びが本格的に始まるシーズンを前に、滑り止め

を貼ることができてひと安心。とはいっても、濡れ

ているポーチは危ないので気をつけてくださいね。 

おすわりができる 0 歳児から遊べるタライ遊びはも

う始まっています。子どもたちは水遊びが大好き。 

暑い日はぜひゆった

りーので水遊びしに

来てくださいね！ 

 

 

・牛込中央通り『キムラヤ』が『三徳』に 

・若宮町『割烹加賀』座敷、個室有りで赤ちゃん O.K.でした 

・神楽坂『肉のますだや』お昼のお弁当が凄く美味♥ 

・外堀通り『ニッターナ』ピザ美味♥子連れにも優しいお店 

 

 

2 歳児サークル 

｢ばいきんまん｣ 

始動！ 

 

 


