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＊＊ 子育てひろば「みんなのはらっぱ」は、ゆったり

過ごせる 親子の居場所です。どなたでもどうぞ！＊＊

４月の親子製作〔チューリップ〕

小児科専門医 中村 敬先生の

子 育 て 健 康 相 談
４月２５日(木) 万願寺

10時30分～11時45分

食事、睡眠、病気、クセなど、気軽に
相談にのってくれます。

～予告～

「はらっぱ」企 画

・公演 2 0 1 9

「チリンとドロンのコンサート」
by ロバハウス

５月27日 (月 ) 11時～ 11時 30分

会場 万願寺交流センター 和 室

対象 0～ 3歳とその保護者 25 組

親子券 ５００円

４月２３日(火)より 販売開始

春の風が吹いて、

あちこちの木に小さな芽が

顔を出してきました。

あたたかい陽ざしの中で、

木々がゆったりと揺れ,

春から入園する子どもたち、

はらっぱに来ている子ども

たちを見守っているかの

ようです。

今年度もたくさんの親子に

はらっぱでお会いしたいです。

おやまにあつまれ！
4月11日(木)

1１時～1１時45分

万願寺交流センターの向かいの丘
にて。草そり遊びをしよう！

～予告～おもちゃ病院
◎５月９日(木)万願寺で。「日野市
おもちゃドクターの会」の治療です。

◎事前に「はらっぱ」に、こわれ
た おもちゃを持参してください。

◎受付は４月16日(火 )から

〈毎月実施の行事〉

はらっぱカフェタイム
南 平 4月 2日(火)

1０時30分～1１時

万願寺 4月18日(木)
10時～10時30分

体重計測の日
南 平 4月9日(火)
万願寺 4月24日(水)
ともに 9時30分～14時

時間は、どちらも

9：30～14 : 3 0

＜みんなのはらっぱ開催日カレンダー＞

201９年 ４ 月 ５ 月
南平 万 願 寺 南平 万 願 寺

火 火 水 木 金 火 火 水 木 金 土

2 2 3 4 休み 休み 休み 休み

9 9 10 11 休み 7 7 8 9 10

16 16 17 18 19 14 14 15 16 17

23 23 24 25 26 21 21 22 23 休み 25

休み 休み 28 28 29 30 31

「みんなのはらっぱ」南平…火曜日(南平駅西交流センター)

「みんなのはらっぱ」万願寺…火～金曜日(万願寺交流センター)

『手づくりおもちゃ』っていいね！
3月6日（水）のおた福まめさんによるコーナー 報告

どのおもちゃがよかった？
「新聞紙のスプリング」「ふうせんの動物、たいこ」
「ボタンやスナップの練習を楽しみながらできる

おもちゃ」「魚釣りのあみのからくり」
「マラカスづくり」「化粧品のパフのおもちゃ」

どんなことがよかった？
＊身近な材料でできてること。
＊子どもが夢中だったので、家でも作りたくなった。
＊子どもより私が楽しんだかも。
＊手づくりのふうせんに、愛着がわいていたから。
＊とてもあたたかみがある。
＊子どもが想像以上に興味を持ち、何でできているか知
りたがり、今まで見た事のない姿に成長を感じられた。

毎月第２火曜日10～12時は、東宮下地区センター
多世代ひろば （駐車場はありません)

東宮下「みんなのひろば」へ！どなたでもどうぞ ！
カフェ、おもちゃスペース、将棋・オセロ、
つるし飾りづくり、折り紙など…いろいろあります！
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みんなのはらっぱ の声・コエ・こえ
お母さんたち企画の、子ども達
の成長を喜び合う楽しいひとと
きでした。感想の一部の紹介で
す。
♥南平、♡万願寺

「おおきくなったね、みんな！」

3月5日(火) 南平・万願寺

♡たくさん集まって、とても
素晴らしい門出のお祝いだった．

(１歳）

♡ふうせんが大好きなの
でテンションがあがってました。
また下もできたので、これから

も楽しみ。 (０、３歳）

♥少人数の卒はらっぱでした
が、アットホームで楽しかった。

パラバルーンは子供たちが大喜びで
した。長くはらっぱに通いましたが、
いつも優しい雰囲気にいやされ、子

供も成長させてもらいました。
(4歳）

♡ミュージックベル演奏に
感動した。また、最後のプレゼン
トは入園後に必要な物を考えて下

さり、とても助かった！(３歳）

♡床にゴロゴロ転がって
いた息子が、ピョンピョンとび

はねてみんなとブンバボンを踊っ
ている姿を見て、しみじみ感動し
た。思い出になる一日だった。

(３歳）

♡ママ企画のみなさん、いつも
楽しいイベントをありがとうござい

ます。子供の成長はとてもはやく、
もう〝大きくなったね” の年なのか

と、しみじみ感動しました。
(３歳）

♡昨年見送る側として参加し、今
日は卒業生。1年があっという間で、

成長を感じられた。 (１歳）

♥パラバルーン、子供達
がとても喜んでいて、可愛かった。

また、手形スタンプや体重身長も
はかれて、子どもの成長を実感した。
ネームホルダーやキャンディレイな

どのプレゼントもありがとうご
ざいました。 (０、２歳）

♡最初は人の多さにビックリ
していたが、大好きなブンバボン
や、パプリカ、はらぺこあおむし
で心をつかまれ、とても楽しんで

いた。 (２歳）

♥初めて参加しましたが、
子供達が楽しんでいる姿が良かっ
た。いつも準備ありがとうございま

す。 (１、３歳）

♡思い出のアルバムの替え
歌バージョン、とても感動し涙

がホロリとしました。日々の育児
で忘れていた産まれた時の思いを
思い出し、今、となりにいてくれ
ることに感謝しようと思った。

(１、３歳）

日野に引越してきて、友達も知

り合いもいない中での子育てだっ

たので、はらっぱはほっとする場

所でした。笑顔にいつも癒されて

いました。はらっぱがあって本当

によかったです。

はらっぱの思い出・エピソード
～お母さん達の“寄せ 書き”から～

丘のソリ遊びをキッカケに利用を

始めました。いろいろなオモチャが

あり息子は大満足で遊んでいます。

早くはらっぱに行きたいとせがまれ

る毎日です。

初めてここに来た時に、パー

トナーさんの笑顔とママ達のや

さしさとはらっぱの雰囲気に心

ひかれて、良い所を知れて本当

にうれしかったのを覚えていま

す。今も変わらず私がゆっくり

くつろげる場所です。

子どもと遊ぶ場所でこんな快

適で素晴らしいところがあった

なんて！と、最初は驚きました。

年子の姉妹でしかも下の子はハ

イハイの時期だったので二人同

時に遊ばせられる「はらっぱ」

は、大変貴重な場所でした。

ミニ電車をきっかけに遊びに来る

ようになりました。いつもあたたか

く声をかけていただき、こどもたち

も沢山遊べて喜んでいました。

上の子が0才の頃から、毎日の

ように遊びに来ていて、来年度か

らなかなか来れなくなるのでとっ

ても寂しい…。はらっぱロスにな

りそうです。

双子を連れての外出がおっくう

で、とじこもりがちでしたが、はら

っぱと出会って、助けてもらえるこ

こなら大丈夫、と自信がついて出か

けられるようになりました。

子供の肌が弱くて、小さな頃苦労

しましたが、優しくアドバイスくだ

さったり、来る度に声をかけてくだ

さったり、とても嬉しかったです。

娘は帰りの会がお気に入りで、家

でも踊ったり歌ったりしています

よ。下の子が生まれたらまたお世話

になります。


