
くるみさろん（要予約） １７日（木）１０：３０～１２：００ 
 母乳やミルクのことなど気になっていることを、助産師、先輩マ  
   マ、みんなで話してみませんか？1２/1５（火）10:00～予約開始 
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１２月 December 

工作委員会 
10:30～12:00 

手芸部 
10:00～12:00 

としょがかり 
10:３0～12:00 

土いじりの会 
10:00～12:00 

   ♥母乳相談 

   ♥母乳相談 

  「地域活動支援センターいろえんぴつ」のパン販売  
   ２日（水）・１６日（水）１２：００～１２：45 売り切れ次第終了     

パン 

    大倉山近辺の公園遊び 
   年末は忙しい上に寒い・・・けれども、思い 

   切って、公園に遊びに行ってみよう。   
     （当日朝9：00に雨天の場合は中止です） 
  

  ●太尾公園つちのこプレイパーク（太尾公園） 
 １１日（金）１０：３０～１６：３０ 
 動物園の宝物を持って、ズーラシアの職員がやって  
 くるそうです。詳細は中面をご覧下さい。 
 

  ●おひさまたんけんたい（太尾町第二公園） 
 １５日（火）１０：３０～１１：３０ 
             

  どろっぱパパの集い 19日（土）１5：００～15：３0  
  「劇団どろっぱ」が「大きなカブ」を上演します。当日の、パパ飛び   

  入り参加もＯＫです。お待ちしています。   

休 

ココめ～る編集会議 
13:30～15:00 

１ ２ ３ 

休 

１１ 

ボランティア交流会 

パン 

●４か月児健診 ・・・・・・（受付）  ８：４５ ～ ９：３０ 
★１歳６か月児健診・・・（受付） ８：４５ ～９：３０ 
◆３歳児健診 ・・・・・・・・（受付）１２：４５ ～１３：３０ 
♥母乳相談・・・・・・・・・・・電話でご予約ください。 
健診・母乳相談についての問合せは… 
 港北区福祉保健センター子ども家庭支援課       
           045-540-2340 

     どろっぷの相談日 
個別相談の予約ができます。 

 
 ３日（木） ９：３０～１２：３０ 櫃田 紋子 
 ９日（水） ９：３０～１２：３０ 櫃田 紋子 
１１日（金）１０：００～１２：００ 大豆生田 千夏 
１７日（木）１０：００～１２：００ 大豆生田 千夏 
１８日（金）１０：００～１２：００ 大豆生田 千夏 
２５日（金）１４：００～１６：００ 藤井 和枝 

 

 

 

 

 

 

■ふらっとサロン＠どろっぷ      4日（金） １０：３０～１１：4０ 

 1階ひろばで子どもを遊ばせながらちょっと集まってスタッフもまじえていろいろ 

 おしゃべしてみませんか。 

■親子ボランティア企画 親子カフェおかあ茶ん  １５日（火）１４：００頃～ 

 親子ボランティア企画のスイーツとおしゃべりタイム。親子で楽しもう！ 

■ちょこっとお楽しみタイム   １６日（水）１１：3０～１２：00 

 ボランティアの皆さんによる、歌と手遊びタイム。 

■ふたごちゃん・みつごちゃんの会   １８日（金）１０：００～１２：３０ 

 多胎児ならではのおしゃべりをしながら過ごしましょう。お昼もご一緒にどうぞ。 

■ほっとサロン＠どろっぷ  ２２日（火）10：00～12：00  

 ふらっとサロンでは話したりなかった、もっとゆっくり深い話がしてみたいという 

 方、お待ちしています。（詳しくは館内にチラシをご覧下さい） 

 

 

 

 

 

 プログラム 

※福祉保健センターでの健診日は混雑が予想されます。 
※当日の予約制プログラム時間内は、予約された方を優先させて 
 いただきます。 

 
 

手芸部・工作委員会・土いじりの会・うたいたい・としょがかり 
ＢＯＳＡＩくらぶ・MSC（多文化共生サポートクラブ） 

＊＊＊どろっぷ利用者の自主活動です＊＊＊ 
利用者の皆さんが主体となって活動しています。 

どなたでも気軽にご参加ください。 （時間帯はカレンダー内でご確認ください） 
 
 

ＭＳＣ 
13:00～15:00 

２２ 

１９ 

６ 

２３ 
うたいたい 

11:00～12:00 

   ♥母乳相談 

休 

こうほくｎｅｔほいっぷ 

２６ 

２９ ３０ ３１ 

 
【休館日のお知らせ】12/2６(土)～1/4(月)は年末年始特別休館日のためお休みとなります。ご了承ください。 
 

 

館内点検日 
 

 

ひろば最終日 
 

休 休 休 

パン 

 

天皇誕生日 
 

休 

「うたいたい」では、今月お誕生日
を迎えたお友だちへ、歌のプレゼン
トがあります！ 

 １１月１９日小さな太陽スライド＆トークショウが開催されました。昨年度に続き２度目の開催となります。昨年度

は子育て支援に関わる方を対象に開催されましたが、企画運営に携わった区内４広場（こんぺいとう、ひだまり、「た

かたんのおうち」、びーのびーの）と、どろっぷによる地域子育て支援拠点ネットワーク「ぎゅっと」からなる実行委

員や実際に参加された方から「是非、保育付きで子育て当事者が参加できるようにしてほしい」との声を多くいただき、

今回の開催に至りました。今年度新たに編制された実行委員も子育て当事者であり、仲間としてと「そのひととき」

「その瞬間」の共有を目指し、各自役割分担をし、委員会を重ね準備をしてきました。 

 当日は、港北区横山区長をはじめ多くの方にお越しいただき、約３００名の来場者お迎えし、100名近くの子どもを

お預かりする「大型保育」を実施しての開催となりました。ＢＧＭと共に、スクリーンには嘘偽りのないありのままの

子どもの姿の写真が映しだされ、ひょうきんな子どもの笑顔で会場が笑いに包まれたかと思えば、スライドが変わって

いくうちにすすり泣く声もあちらこちらから聞こえてきたり・・・会場が温かい雰囲気で一体となったひと時でした。

日々の子育てに追われている方はお子さんとしばし離れた時間で自分の振る舞いを思い返したり、子どもの気持ちに気

付かされたり、と感じる事は人それぞれだったと思いますが、何かを感じ取る貴重な時間を持つことができたのではな

いでしょうか。子育てを終えた方、地域の方々にも子どもの子どもらしい姿に共感して、笑ったり泣いたりできる、こ

の気持ちを決して失わずに、日々子育てに頑張っている方や子ども達を見守り、力になっていただけたらと思いました。 

 この「大型保育」については初の試みでしたが、無事に終了する事ができました。当日はひろばスタッフや区内の子

育て支援に関わっている方約80名が、各会場でお子さんの受け入れをしてくれました。初めてお子さんを預けた方は

心配で後ろ髪を引かれる思いだったことでしょうが「思いきって預けて本当に良かった」「大丈夫よ！いっていらっ

しゃい、と送り出してくれて安心できた」とのお声をいただく事ができました。  

 今回の企画は区内の子育て支援に関わる多くの方が一丸となって開催することができたと思っています。今後も、区

内のより豊かな子育て環境を目指して地域で連携し、よりよい環境づくりに繋げていけるよう取り組んでいきたいと

思っています。最後になりましたが、開催にあたり協賛いただいた企業や団体の方々、保育に携わってくださった方々、

応援いたただいた関係機関の方々皆様に心から御礼申し上げます。             （実行委員長 白石智子）  

ＢＯＳＡＩくらぶ 
13:00～14:30 

ｖｏｌ．11２ 

●子どもは子どもを一生懸命生きていることをあらためて気づくことができました。家に帰りありのままの子どもを受け
入れたいと思いました。●いつも叱ってばかりの娘を今日はいっぱい愛しんであげようと思います。●私も森に行きたく
なりました。たくさんの子どもたちとお二人のトークと素晴らしいスライド。子どもたちの笑顔にすばらしい表情に元気
と幸せをもらって帰ります。●「子どもは子どもを生きている」という小西さんの言葉が特に印象的でした。大人の生き
方にあてはめずに子どもと接していこうと思いました。●子どもの表情、そのひとつひとつを見て、“今を生き、子ども
は子どもを生き、おとなの私も自身の心の中に子どもの頃の自分も存在し、今を生きているんだ”と思いました。●私の
中で何かがかわったような気がします。●正面向いてのポーズ写真ではなく、キラキラ輝く子どもをもっと撮ってあげた
いと思いました。 

アンケートより 

「小さな太陽 スライド＆トークショウ」開催報告 
～子どもは子どもを生きている！その子、そのままが愛しく見える世界～ 



 
太尾宮前地域まちづくり運営協議会主催 

おもちつき  太尾宮前地域まちづくり運営協議会メンバーで「おもちつ
き」を行います。おもちをつけばお正月気分も盛り上がるこ
と間違いなし！搗き手も大募集しています。 
●日時：1月９日（土）10:00～の予定 
●会場：ライフ大倉山店 駐輪場 
●内容：1パック3種類入り100円（予定） 
       ＊詳細は１２月中旬に決まります。 

   

 

 

 風が冷たく感じる季節。親子ボランティアのAさんが、どろっぷのお庭
で採れた大根をキッチンで料理してくれています。そんなお母さんの姿を

見つめるお姉ちゃんのIちゃんと弟のCくん。Iちゃんはお母さんの作って

いるところを見たくてスタッフに抱っこをせがみます。包丁をとんとんと

んするママのかっこいい姿を見て嬉しそう。甘えん坊のCくんは寂しく

なって途中で泣き出してしまいました。あ！いい匂いがしてきた！出来た

ての大根もちはまずはCくんのお口へ。ぱくぱく！！なんとCくん、涙が止

まり、笑顔があふれてきました。Iちゃんはひろばのみんなに出来たての

大根もちを配り始めました。途中でお口に頬張りながら。ママの料理は

とってもおいしいね。 2人ともよく待っていられたね！（スタッフ青柳） 

 

消防車両の行進や消防団などによる一斉放水、車両展示
（12:45～13:15）をします。 
●日時：2015年1月９日（土）11:00～12:30 
●会場：日産スタジアム駐車場（小机町3300） 
 ※荒天時は式典のみ11:00～11:45、日産スタジアム  
  総合競技場会議室  
●問い合わせ：港北消防署 ＴＥＬ045-546-0119 

働くくるま好きの子どもに大人気！！ 

港北区消防出初式 

●いよいよ年の瀬・・・・・年末年始のお出かけ先は？● 
  ★場所や時間等詳細は、どろっぷに個別のチラシがありますので、スタッフまでお気軽にお問い合わせ下さい。 
  ★「問合せ先」と記載がないものはどろっぷまでお問い合わせ下さい。 
  ★特に記載がないものに関しては「雨天決行」となります。 

  
  

このマークのあるイベントには、 
どろっぷスタッフが参加しています！ 

  
  

 
説明会開催日の１か月前の９：３０～予約受付となります。（どろっぷ受付もしくは電話にて） 
１か月前が休日の場合は、翌業務日が予約受付開始日となりますのでご注意下さい。 

子育てサポートシステム説明会（要予約） 
                  子サポ専用電話０４５－５４７－６４２２ 

１月日程（定員：８名） 予約開始日 

 9日（土） １０：３０～１１：３０ １２/ ９（水） 

 １４日（木） １０：３０～１１：３０ １２/１４（月） 

１９日（火） １４：００～１５：００ １２/１９（土） 

３０日（土） １４：００～１５：００  １/ ５（火） 
 どろっぷでＳボランティアとして活動されている栗木幸枝さんが、 
２０１５年度の港北区社会福祉貢献ボランティア賞を受賞されました。 

 おめでとうございます！ 
 ひろばでいつも優しい笑顔の栗木さん。「土いじりの会」活動日にはシャベルを
片手に花の苗を植えたり種を蒔いたり、エントランスの環境美化に貢献して下さっ
ています。また、野菜など収穫物をササっと調理するその姿はまさに「みんなのお
かあさん」。簡単レシピやおふくろの味のコツも利用者やスタッフに伝授してくれ
ます。 
 子育てサポートシステム提供会員としても、「はぐピョン」（新吉田地域ケアプ
ラザ）のボランティアとしても活動されている栗木さん。これからも、ひろばで美
味しいものをいっぱい作って下さいねぇ！ 

 栗木さんより・・・・・ 
 この度は、社会福祉協議会よりボランティア活動を
認めていただき、表彰状をいただきました。 
 式では久々の緊張感で身の引き締まる思いでした。
式後、素敵な花束を頂き、ありがとうございました。 
 どろっぷは私にとって今は大事な居場所となり、ひ
ろばではいつも笑顔で楽しくいたいなと心がけており
ます。これからも地域の為に少しでもお役に立てたら
と思っております。 

涙もとまるママのあったか料理 

●急病のときは  
 横浜市救急医療情報・相談ダイヤル ☎＃７４９９ 一部回線からは☎２２７－７４９9／ 
 救急医療情報センター（24時間年中無休）☎２０１－１１９９ 
●たばこや家庭用化学製品の誤飲による相談 神奈川県医師会中毒情報相談室 ☎２６２－４１９９ 
●休日救急 港北区休日急患診療所 小児科・内科（菊名４－４－２２）☎４３３－２３１１ 
●子どもの虐待の通報や相談 よこはま子ども虐待ホットライン（２４時間）  ☎０１２０－８０５－２４０ 

風 っ 

子育てサポートシステム登録人数 
（2015年11月２5日現在）   

●提供会員   184名  ●両方会員  126名 
●利用会員 1172名 

出張説明会 
１２～１月にかけて、以下にて出張説明会を開催します。子どもを預かって
下さる方、ぜひご参加をお待ちしています！（要予約） 
 

日時 会場

12月21日（月）
１３：３０～１４：３０

新羽地域ケアプラザ
（新羽町1240-1）

１月２９日（金）

１０：３０～１１：３０

日吉本町地域ケアプラザ
（日吉本町4-10-A）

港北区福祉保健センター・港北区内親子のひろば 年末年始休暇のお知らせ 
港北区福祉保健センター：１２月２９日（火）～１月３日（日）はお休みになります。 
 

 
 地震、大雨による水害や火事などの災害に突然にあったら皆さん、 
どうしますか？ふだんから備えをしていますか？ 日頃からいろいろ
と考えておくことは必要ですが、一人で考えていると煮詰まってもき
ます。 
 どろっぷでは、地震、火事などを想定しての避難訓練を月に１回 
行っています。怖がらせるつもりはないですが、ある日突然、災害 
に見舞われることは十分あり得ます。いざという時に備えて、まず 
は一度どろっぷで避難訓練を体験してみて、対策などについて一緒に
考えるきっかけにしてもらえたらと思います。「え～！今日は避難訓
練？」と思わずに「やったぁ、ラッキー！」と思っていただけるよう
に・・・・・スタッフ、ひろばサポーター、ボランティアも手をお貸
しします。一緒にやっていきましょう。 
 「いのちを守り、つないでいくために」を考える「ＢＯＳＡＩくら
ぶ」の活動にもぜひ参加してみて下さい。お待ちしています。 

●気象警報発令時の事業中止についてのお知らせ＜赤ちゃん会＞＜子育て支援者相談会場＞ 
横浜気象台より、気象警報（大雨・洪水・大雪・暴風・暴風雨）と大雪注意報が事業開始2時間前の時点で発令されている時は、参加者の安全を第一に
考え「赤ちゃん会」「子育て支援者相談会場」の事業を中止させていただきます。尚、その後「警報解除となった場合でも、事業の再開及び振替開催は
行いません。 

●横浜市防災情報Ｅメール＜ 登録無料＞  災害時の備えとして登録をオススメします！ 
あなたの携帯電話に防災情報が届きます！横浜市では、地震震度情報、気象警報・注意報等を始めとする防災情報をＥメールで配信するサービスを行っ
ています。このサービスを携帯電話等で活用することにより、防災情報をいち早く 
入手することができます。災害時への備えとして、ぜひご登録ください！英語版もあります。 
＜登録方法＞（右記ＱＲコードからアドレスを読み取れます） 
entry-yokohama@bousai-mail.jp 
 下記のアドレスにメールを送信すると案内メールが届きます。案内メールの手順にしたがい登録してください。 

 
＜港北区地域のチカラ応援事業＞ 

ズーラシアの飼育員さんがやってくる！  
太尾公園つちのこプレイパークに動物の宝物をもって、ズー
ラシアの飼育員さんが遊びに来てくれます！動物の能力に挑
戦できるコーナーもあります。（予約・参加費不要） 
●日時：１２月１１日（金）１５：００～１５：４５ 
●場所：太尾公園つちのこプレイパーク 
    （太尾公園ジャングルジム周辺） 
     ＊プレイパークは１０：３０～１６：００まで開催中 

 

昨年は229チーム（1443名）の応募があり、港北区の
一大スポーツイベントとして定着している「港北駅伝」
に、区内で活動するパパのサークル「Ｐ35」（パパサン
ゴー）が参加します！応援、よろしくお願いします。 
●日時：2015年1月10日（日） 
    ※雨天決行、荒天中止（路面凍結・積雪等） 
     開会式 8：30～ スタート 9：00～ 
●会場：会場 日産フィールド小机（新横浜公園周回コース） 

   Ｐ35（パパサンゴー）が走る！！ 

    第31回港北駅伝 

  港北区内には保護者が主体となって活動している障害児地域訓練会が4団体、親子サークルが3団体あります。どろっ
ぷでは、その7団体に所属している保護者の方と関係機関との交流会を3年ほど前から開催してきました。「活動を継続
していくうえで子どもを継続的にみてくれるボランティアさんがいてくれるとありがたい」「自分たちの活動を広く知っ
てもらいたい」「これまで自分たちを支えてきてくれたボランティアさんたちに感謝するとともに何れは自分たちも担い
手として活動していきたい」などの声が交流会の中であがってきており、区内在住の親子の現状や区内全体として課題と
して見えてきていることなどを広く地域の方に伝えていきたい、何とか形として残していきたいとの想いから交流会でも
何度も意見交換を重ねてきました。 
 セミナーの前半は、区内にある障害者地域活動ホームともだちの丘で幼児・学童支援事業の担当をしている山田氏より、
乳幼児から学齢児の障がい特性を踏まえたうえでの具体的な声かけや視覚的な伝え方など子どもとの日頃のやり取りにつ
いてのお話を伺ったあと、地域訓練会、親子サークルに所属している保護者の方より、様々な人との出逢いの中で変化し
ていくわが子の様子と親の気持ちについての話があり、最後は実際にボランティアとして活動している方から、自分のや
りがいや日々感じていることなどをお話いただきました。「初めて聴く人にも分かりやすい内容だった」「障がい児の居
場所の必要性を感じた」「障がい者や家族にとって人とのふれあいが大切なことがわかった」などの感想が参加者から多
数挙がっていました。こういった親子の現状を知り、子どもの成長を一緒に見守り喜んでくれる人が地域の中で増えてい
くということは親子にとってどんなに心強いことでしょうか。 
今後も引き続き、区内の地域ケアプラザにご協力いただき、このようなセミナーを開催していく予定です。 
 ◆1月18日（月）10時～12時 城郷小机地域ケアプラザ 
 ◆3月  7日（月）10時～12時 日吉本町地域ケアプラザ 
お近くにお住まいの方、この活動に関心のある方はぜひ気軽にご参加ください。お待ちしています。チラシ等は後日、ど
ろっぷでも配架致します。 

Ｂ Ｏ 
  

12/24 
（木） 

12/25
（金） 

12/26（土）～1/3（日） 
1/4 

（月） 
1/5

（火） 
1/6

（水） 
1/7 

（木） 

ひだまり 
  

12/26～1/6お休み 

「たかたんのおうち」   12/25～1/4お休み 
開館  

こんぺいとう 

開館 
12/26～1/3お休み 

びーのびーの 
12/26～1/4お休み 

どろっぷ 

港北区社会福祉協議会共催 

「障がい児の支援について考える」セミナーを開催しました 11月6日（金） 参加者：80名 

  
  

応
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に
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子育てサポートシステム 
コーディネーターより 

3月に港北区で開催される提供・両方会員になるための
予定者研修の申込が1月8日からスタートします。まだ
入会説明会に参加されていない方は、ぜひお問い合わせ
下さい。また、利用会員の方が両方会員に変更する場合、
予定者研修に直接申込することができます。ご不明な点
は、事務局までお問い合わせ下さい。（牛久） 
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