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月号『まんま』は、し1つ でも気兼わなく立ち寄kろ 近所のおうちで
1ム LIた しl・
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そして、『出会 Liの場で
Iホ

Ч、きっかけの場』で'あ LIた し1と 考えてし1ま す。
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qn1 ELtftE災のロ コロナ禍0防災について者たよう :

8月 30日 (月 )～ 9月 5日 (日 ):さ 防災週間です。

地震や台風、水害などの災宮も多し1今 、子育て中だからミその

「新型コロチと災官、避難」t一 緒に考えてしlき ましょう。

「瀬谷区区民生活・防災マ ップ」や、「洪水ハザー ド

マ ップ」で、いざという時の量難場所や浸水 。内水の

危険箇所 t矢口っておきましょう。

自宅の周 りt実際に歩いて道のり (道 幅、坂道、落下

物の可能性など)tチ ェック||

また、横浜市防災情報Eメ ールも登録 しておくと安 1ヽ 。

被 災したとしても、自宅が安全なら、量難所へ行かな

い「自宅 (在 宅)量難」 t。

そのためにも備蓄品 t万 全に||

備 昔品 t用 意 しよ う|

ヒ≧土」≧空スL∠」と量

そなえる

a
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「量難所」に多くの人が密集すると、新型コロ

ナウイルスの感染が広がるリスクがあります。

自宅にとビまねる場合は「自宅量難」、その他

「親戚・矢口人宅」「ホテル」「車中泊」など地

域の人が分散 して量難する「分散避難」も考え

ておきましょう。

自宅避難  ホデル

■■日■   ´́″1 ヽ 避難所 車中泊
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ストック 食べる

まんまも3日 分の防災備苦品 (食 料品、日用品)t準備 しています。

なるべく「自宅量難」 tし たいコロナ禍では、備首品をしっかり用

意しておきたい1災 害時では「いつもの食べ慣ねた味」が落ち着さ

ます。ローリングス トックは自粛生活でも役立つのでおススメです。

普段から少し多めに食材、加工品t買 っ

やヽゝ

て 1

おき、「買う」 臼晴える」「食べる」 t

繰 り返 して備蓄品の鮮度 t保ち、いざとい

う時にも日常生活に近.い 食生活 t送るこ

とができる方法です。

食料は1週 間分。水はひとり1日 3リ ットル。

普段食べるものを多めにストックすると◎

旦L進:監災詢劃り上壁止
まんまも防災活動として参加 している
「ピンチ亡チャンスに1減 災共動の会」
主催 の防災講座があります。
☆ 10月 27日 (水 )13:00～  瀬 谷公会堂にて

詳 しくはひろば内告矢口またはスタッフまで。

●マスク・消毒窺・体,8計・

常備葵 t糖 帯しよう

感染症予防としてすぐ持ち出せるよう
準備。避難所でも不足している場合が
あるので、備えて     .ずTrあると安む。  : D

■

地域 の防 災 t矢口ろう|

地域の自治会主催の避難割ll練 や、救命 (AED)講 座など

にも積極的に参加して、いざという時の1｀ 構えtl

まんまでも「小児救亀救命講座」「ミニ防災講座」亡

定期的に開催 しています。
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生理用品なと`

◆「またま」って?◆ ①ご飯。 ②ママ。おか古きた。 ③そのまま。「まなたのまたま」でいいただよ。

諄んなで'つ くろ「私の居場所」
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横浜市 親と子のつどいの広場事業

親子のひろド 春ん春
ザ′ヽル`ミ´

,じ城
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子わヾのん祓1:lす 」lせ る●ろばて1'す
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・じ或′lヽ青報・子育て′l情報のキ是薇、なし`t行って、1よ てο

子育て中の不喜や′1当諄なビ毛相吉欺̀ 応じ`ます。

お気車数=ぉ 立ち寄Ilく ださ、l。

【OPEN】 月～金曜日 9:30～ 6:00
(祝日、特別企画実施日は除<)

会議日の他、夏季。年末年始などにお休みがあり

ひろぼ力じンダー●9月

7l/V<tlvb 【利用料】対象は、主に0～3歳の子どもとその保護者です。

●第1子妊娠中の方は無料で利用できます。
●障がい者手帳お持ちの方は利用料半額です。

※2015年 4月 改定

※プログラムはやむを得ず変更となる場合があります。

ξ言ミ

入会金 ¥1000 対象はお子さんではなく保護者です。

フリーノヾス ¥1000 購入日から 1ケ月間有効

1回利用 ¥200 当日に限り有効

ビジター
1回利用

¥500
しプログラムに参加の場合は、参加費

ジター料金がかかります。
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8/30 8/31 1初めてさん、
いらっしゃ～い

9:30～ :2:30

親子のひろばってどんな所つ

そんな初めてひろばを利用する
人達の時間です。ゆつ<り お話
しましょう。

参加費・ひろば利用料鋼料

捧
♯絆

霙

参加1

0躍駆□

10:30～ 11:00

9:30～ 12:30

10

14

③ ③
0:00～ 12:30  '3:00へ 1́5:00

15

③

16

'0:30へ

ĺZ:00

ノンプログラムの日は
ゆつたり、まつたり

すごしてね !

22

9:30～ 12:30はじめ0粘 土あそび
～お月見だんごをつくろう～

詳し<は右。3を ご覧ください。

18月生きれ
|バーステーweek
19/21～9/30 占

⊂亜D

③

24

10:00～ 12:00

27 29 30 9/1初
めてさん、

,.
いらっしゃ～11

9:30～ :2:30
親子のひろばってどんな所つ

そんな初めてひろばを利用する
人達の時間です。ゆつ<りお話
しましょう.

参加費・ひろIず利用料無料

あんよ以降のお子さんは
午後の部をご利用ください。

午後の部をご利用ください。
んは

躙
予約が必要なプログラムです。ひろばに直接、または

お電話でお申込ください。プログラムによつて、ひろ

ば利用料の他に参加費がかかります。

930～ 1230ねんね、はいはいの赤ちゃんのための、のん

びリタイム。て<てくあんよのキッズは午後の部でお待ちし

ています。

せや活動ホーム太陽本館内にあるSUNS∪ NCAFEさ んの

焼菓子販売日です。

レ らご

スペースを設置。リース型フ
ォトフレームを用意します。
記念にぜひご利用ください。
なお、お子さんやママがお誕
生月の場合はスタッフにお声
掛け<ださい。ささやかなプ
レゼントを用意しています。

誕生月以外の方も、

膨詮ぐ,瀬谷区子育てパートナー竹花麻理さんが、|こ こてらすから
■日D出張相談に来てくれます。V子 育てや生活のこと、気になる事があれば相談できます。

翠 粍
ひ卜ご

ご自由にフォトスペースをご利用できます。 ´

′ヽ

9:30-
1 2:30

1 3:OO-
1 6:00

月 火 水 木 全

t分の日敬者の日
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当面の間はソーシャ′Lデ ィスタンスに基づ き、以下の条イ牛で開館 しマいます。

◎利用時間          ◎予約上限

午前の部 (9:30～ :2:30)  i週間に2枠まで。翌週分まで予約可能。各口、定員に満たない場合に限り、当日利用OK!

午後の部 (:3:00～ i6:00)  ◎その他

◎利用組数

各ロ ダ組 12名程度

(完全入替 /予約制 )

入館時は手洗い。検温・ 大人はマスク着用。
*体調の優れない場合は利用tお棺えください。

子どものみ飲食可。大人は水分補給のみです。
*カ フェコーナー (:杯羊20)利用可。

」1不 イ更tお僣卜ヽ十しますゎヾ、イ可キ」l理3=v
」1+あ 力とお源気 1、 1た します。
一日t
一千る(・

く普この生〕告が`で1ぐ るよう
llがえましょう。

早
余

曜繕割議ヨi調 はじめての粘土あそび～お月見だんごをつくろう～
9月21日 (ツξ)10:30～ 11:30

小麦粉を使つた粘上でお月見だんごを作ろう♪

粘上をころころ、こねこね・・・

大人も子どもも粘上の感触|こ癒されますよ。

お月見にちなんだ読み間かせもあります。

小麦アレルギーが′む配な
参加者さんには、代わり
に米粉を用意します。
予約時にスタッフまでお
知らせください。

対応 :9/17(金 )ま で

【予約制l定員5組 12名程度  I参加費】会員限定¥300

1持ち物l汚れてもいい服装、お手拭きタオ′L

● 0

ミニ賄策講座

9月 7日 (火 )

10:30～ 11:00

いざという時の備え、やらなくちゃとは思つてい
ても、家事や育児であとまわしになりがち。どん
なことから始めたらいい?どんなものが必要?
年4回のミニ講座で一緒に備えていきましょう。
お子さんを遊ばせながら参加できる30分程度の
ミニ講座です。

1参加費 l無料 (ひろば利用料のみ )

イラスト:あ いわ 3p

SUNSUNCAFE
い ●活動ホーム太陽 。三ツ境〕
【クッキー】

まんまで月一回のお楽しみ。どのクッキーもさ<さ <、

ほろほろ。ついつい買いすぎちゃう☆作り手の愛情が
たっぶりつまったクッキーです。

パティスリー
シェ。イ′L(三ツ4)
【季節のフ′L―ツタ′L卜 】

すべてのケーキが推しですが、特に大好きなのは、さ<
さ<タルト生地においしいクリーム、旬のフレッシュな
フルーツがたつぶりのったタルト。
フェイスプックで新作情報が来るので毎回チェック 1

わたしの

費しの推しスイーツ

立花 (瀬谷)

【季節の大幅】

豆大福もしょっばさと甘さが絶妙ですが、季節で変わる
大福はおもちとあんことフルーツがすイスバランス |

大きなお□でほおばりたい。

カスターード
洋菫子店 {瀬谷)

【シュークリーム】

注文 してから入れてくれる濃厚カスター ドはパリパリの

生地にベス トマッチ。生地もカスター ドもこぼさずすべ

て食べつくしたい◇

子どもの咳、鼻水、発熱…具合が悪い時、「すぐに病院へ !」 と慌ててし
まうその前|こ !おうちで様子をみるポイント、受診のタイミング、下痢や
便秘、ケガなどの対処法など、「ホームケア」の気になること、グランマ先
生に聞いてみましょう。
今話題の「自然治癒力」やそれを高める方法についてもお話して<れます。

I定員14組 10名 (ひろげ利用定員に準ずる)

I参加費 l会員¥500ビジター¥700

傘
●

_空 ンマ小児科医によるお 1まな し会

田J「病気こケ■0ホームケア」

10月 7日 (本 )10:30～ 12:00

6)(C

7じママパパTIme
ちゃんお世話体験」
):00～ 12:00
人形を使つた沐浴やオ
書のお世話体験と、パ
ジャケットを使つた妊
できます。

|。 ひうけ利用料無料

【第2口 l

避離所って
こんなこころ?

スタツフ

、ヽとう0

予約開始
9/1(水 )～

旭区ヤンク11ニ ック小児科院長。お孫さん達からι惑「グラ
ンマ」と呼ばれてしlま す★食事療法や東洋医学t ttι l λネ
た、業に頼Ч■ぎ'な い治療が好評で甘。病気になろ前に病
気にならなtlよ うにする「未病t治 寸」とし1う 考えtお持
ちで、実践さkて し1ま す。ご'自 身の育児経験も活かし、自

然治:癒 力t引 き出甘7ド バイスtし てくなます。

`れ
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子どもの吉ぢホo談 0ばればれ
子と`tの癸逮が気t・ なるママ∧'''0

1固 別相談

ピア相談員が個別にお話を伺います。ひろばスタッフ同席.

お子さんと一緒にどうぞ。
予約制 :各回1組 (乳幼児から思春期くらいまでのお子さんとその保護者)

米斗金 :¥500(施設利用料として)

9/17(金 )① 10:30～ 1■30②
'3:30～

:4:30
瀬谷区発達障害理解啓発グループantmamaハ 木澤恵奈氏

いつものひろばに相談員がいて、発達について (障がいの有無に関
わらず)子どもを遊ばせながら、気軽に話せる場です。予約は不要で

す。お気軽にどうぞ。

【今月の相談員】
●子どもの育ちや発達なら・・・

9/15(水 )10:00～ ,2:30
瀬谷区発達障害理解啓発グループantmama′ 」ヽ松直美氏

●ママの気持ちに寄 り添ぃます

9/24(金 )10:00～ 12:00(個別相談も可)

児童家庭支援センターういず臨帥 理士来山光江氏

HP毛

チェソヽ′7:

③
③ 鶉

●小児科医●相澤株美子熙

匝亜亜廻
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會 蘇近 |…桑谷蘇から征歩7分

☆ お子さんこれ大な迎 :‐ '子 育て中のママt庵 援` !イ バ|ン ト七矢口t可ふ力します|

☆ θマ/、 栞器薇えます…レヽvス ンや者辛イバ|ン トOKで 1す
(来 日中のみ)

☆ バ|じ ―`マツサージ1、 ヨが、 ら箱棒揉やワー7)ョ ソヽヂ、 講座の開催

☆ ′ヽンド1メ イドl作品の販売や、 マート作品
^晨

示会なし`
^開

催

會 俳イン物者 ち込 みOK… ママ同 士 のうンチ会 な ソ

會 電)源、、 Wi― Fi克イ痛|",PC作業や、 11毛 ―卜会議なピti t ο
☆ 見学燿矢迫メ:"亭 前t`」

1連絡tぉ願、1、 1た しよ官。
☆ 利 用

・ )今日畿房 イ吏用 B寺
“'IB寺間 あ た :|十

lθ θ円

・ θ マ /漫 歓1辛
審釧吏用 オ プ )ョ /`… 1回ネ1用 あ た II十

lθ ′円

栞器は、 子し`毛用マうカスやカスタ未ット、 キ丁辛器寄ら棗ム1ろ 、1ろ あIIま す!

☆ホ1用 おう吉
・ネη回のお申し込み

^F象
は、 事飾に一膚 F年、1た だき、

ユ 生 腱 [塾l豊_誼主 咀 量 ■ ■L」Lェ:二菫 ih_

よずは」l達鳥およちして、1ま すο 電話晨歓lメ ー:レ ὶて 受け付 tす ますο

電言舌対応 B寺間は、 原貝:lvし てn～金 lθ l"～ 151θ θしな!|ま すο

や
ヽ

ヽ

、

い

い
ｌ

■

■

レンタ|レ スペースt`つ lヽて

詳しくは二ちらち」l確ま:、 くださ、lカ

会軍籍前
｀`――ミJ 11ク θ～ Zllク θ 171θ θ～ Zllθ θ ±■日ネR

般

賛昴会晨

慾ろば利用会ヨ

+5θ θ/1回 +5′ θ円/1回

来ただし、 み十口籠む薇収
`る

イバ|ン ト開催
^士

ら合は、

zθ θθ円/1時間

|ク θθ円/1時間

5θ θ円/1時間 Eわ 令景Vし て」'ネ l用 くださ、lο

〒2東XЮ釧 横浜市瀬谷区瀬谷4-7-19
・

T・el●0`45-303-5393 Fax(|)045-442-3666
E― mail● manmanchiOr9.dion.ne.jp

HP● h†十ps:ノ/manmanchi.jimdo.com
lnstagram・ Facebookペ ーブもあるよ !ぜひフォローしてお !

ホームペーブ→ I nstag ram->珊 鉤

瀬谷駅

て し

●ハ百屋

●

嗚 己
★

スポーツクラブ
NAS瀬谷● 春んき

3階建の建物です:

※駐輪場を利用される方は、スタッフにお申し出くだ0い (駐輪許可シールをお)度 しします)

.また、車でお越しの方!こ は提携駐車場をこ'宋 内しますので、事前にお問合せくだ0い。

←大和 横浜→

●ク:′ エイト
ロ

●

●
横
浜
信
金

'7ン

~
乗り場●

LL名 ロ
駐車場 /7スタード

洋菓子店 〈りむら
皮ふ科

編集後記
今年度、ひろばスタヽ/7が月替わし|で 通信にコラムを載せているの

ですが、楽しんでいただけていますかついろいろなスタッフがいて

特技も違うので、いろいろな内容になっています。今月のコラムは
スタッフキッス'がイラストも描いてくれたのですが、子ども達もみ

んな個性があっておもしろい !赤ちやんの時から一緒に育っていけ

るひろば。改めていいなあ～と思います。    (は し|― )

発行人●全子真澄

編 集●橋□日員奈、針生朋子

タイトルデザイン●吉口直美

こ〉さんき通信 No.2122021.9.1(笠)

横浜市こども青少年局子育て支援課 671-2705

ママハャャレ /`ジ t

rも 孝ヽしよ
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多<の方々に賛助金でのご協力をお願い
賛助会員募集中 ! 黄助会費 (個人¥2(XЮ /年、団体¥5(XЮ /年)となっています。ご賛同いただける方、ご―報よろし<お願いします。

ためにも、

NPoit^ tA* :


