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爽やかな5月もあっというr.3に通り迪ぎ 口菫しがぐんくん

菫くなっていますね。梅雨の季節は家て迪ごす時間/1増えて

気持ちヽ曇りがう。思いきつてお出かけしませんか?  `
雨の日の散歩も楽しいものですよ

"         `ひろばてはさまざまなイベントやちよっとしたお楽しみも

しています.リ フレツシユしに来てみませんか? 今日のイベント紹介

5日 (日 潜 日に行こう ,,o ■,o
7Fち んヽも公園●流びましょう
フルーシートを敷いて おEり して

みんなの権 を見たり 風
「

‐あたつたり.

参t]し てみませんA

9日 (曇 )贅置であとぼう 1●∞～1■20

歌や手遊び 絵本な

一

きなくても

親子等 しめま●.お鰹 にどうで ,

13日 (ス )り,レツシnつガ
湿気が多い季節     |。
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むくみが気になりませんか?ツ下こ開き

リンツセ 刺激して鱈環をよくしましよう 1

i5日 (木 )手ブくりの断 ooo-11,o
夏に大活躍のTシ ャツをハンコで,ろう l

持ち物,無地のTシヤツや朋層なこ
デコしたいもの。摯m貢 loo円

23日 (Q)Baけ ,イム,o3‐ ■,。

汗ばむ幸箇になりました 気になる夏の

過ごし方など 話しにきませんか?

26日 (日 )おはなし会 ,■ ,‐

季節のお5や手遊び パネルシアター

などをしますよ お楽しみに.

28曰 (水 〉へじ―マッサージ
,`,力ヽ 1`拗詳細 |ま嚢面記戴

広場開催時間 月曜口～金田 Юm¬■00

※ ランチタイム 1200～ 1300
土日 祝●はお体みです

イベントが無くても広場は通常開催してtヽ ます

電気展さん

フ尋三イ
~」

東急口園都市線「たまプラ
「

●

'憲
J lt口より徒歩 5分

※ 駐車鳩はありまtt.
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月 人 水 木 金

月曜日～金印 lt OO～ 1,00

広場は通常開催しています
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公日に行こう

山内公園に

行きます
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薇顧であιぼう
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10:30-11 ,5

,4 15
手ブくりの日
10:311～ f`:30

16

19 20 21 22 23._・・ .

疇
'イ

ム
1030～‖ :30

9・
。

・・ 9

26～
おはなし01趾

27 28
へじ―マッサージ

' 00～
11,40

η 130
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7日のカレン,一作り
聾Oのカレン
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を作ります

広場禾1用料

利用案内

1曰利用料 300円 (非会員〉

※ 初回見学無料

登録料 :lp00円 (1家族)

1回朴 ,200円

lヶ月期 ,1000円

米 会員登録は詢回登鋼 のみt更 新の必要はありません

みなさまならの0素 れ開料は広場を櫛  縫持していくために

大切に使わせて,ヽ ただきます

会員利用料

HERE:
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ふ―ぶ―しえ0た

慮 さんの角さ適が,て
すぐ左の自|ヽ マンウ●ソ1●

10'号燎 急リン ル双

′―フカ ザ

鴫 百嵯

東患8圏都市線

にまプラ
ーIL′■へX045-4327669

http://siostapalotio blogspot JO/



ベビーマッサーツや手遮ψまどをします。

持ち物‐パスタオル(赤ちゃんの下に敷くもの)と

フェイスタオルをそれぞれ ,枚ずつ

わくわくバンプキンの栢絆 こさんを調 きして        ~  ~~~   °・

栢輌 さん|● =育てを楽しくするためr_活動されている方です。

困っていることありませんか?

なかなか生活リズムJ乍
"な

い… 夜泣きがひとくて―

這い這tヽ をしなくて… 離ユ鎌 .lど う作つたら良いの… など

ベビーマッサープを楽しみながら悩みを話して見ませんか

ベビーマッサーンには 2つの大きなII能があります

1つは 赤ちゃんの転 を剌浚することによつて 効 き

―

予防

圃 や下痢などの胃陽不調などにも効果があります

もう1つは マッサージをする大人と赤ちやんの密着しながら対話で

進めるので 赤ちゃんの おヽちの安定と 大人も赤ちゃんの気持ちが

よくわ加  子育ての自信も生まれます.(講師より)

いろいうな年令のお麦だちや

スタッフの万と触れ合ううちに

人見知りのうちの子が 家族

以外の人とも楽しく過ごせる

ようになりました.

(1歳女の子のママ)

0-―  ―。ひろばはCんなかんじυ―― ――-0

ポ′卜あつます

い,1,なよ●ll

おお くだよい

し,ジあ`ます
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してくだtt
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「ぷ―ボーしえ抽 は横浜市の補助撃 けて 特定非
=rJ活

動法人ワーカ■′ ― テ′/"α )パ|ク|こより運営され0城 丸

バンットは青案区地域子育て拠点「ラフー′勾 を始め 赤ちゃんから学量 での子育て支援事業を区内6ク所で長関していま,
詳しぐン レ`ットHP ttt,″Ⅲ tt●20∞ ●

…
をご覧く鶯 1ヽ

0最 [利用しはじめた方0声 0

0
地方か薇 に弓越して早 4ヶ月 ‐

新しい環境と育児のス トレスを

感じていましF_.広場に来てみて

アットホームな男囲気とみんなで

子どもを尉 ってくれるこの場所が

大蝠きになりました

(1颯 7ヶ月女の子のママ)

●

広場は 月躍日から,曖日の

100∝1500オープンしています.

色 な々オモチヤで進びF_い

おし べヽりし●_い

地域の情報を知りたぃなど

使い方は さまざまです.

イベントもたくさん企画していきますが

普段の広場にも遊びに来てください.
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