
*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！

2023年3月号
（ＮＯ.200）

万 願 寺

3／7（火）23（木）13:00～13:20
0 歳児のママ あつまれ～

3／8（水） １０：００～11：00

ベビーマッサージ
〈対象〉０歳児 ７名
〈持ち物〉バスタオル

3／10（金） 10:30～11:15

おやまにあつまれ！
草そりで遊ぼう！

3／15（水） 10:00～10：20

１才児のママあつまれ～

３／１６（木） １０：３０～１１：００

〈ママ企画〉 １3：３０～１3：45

おおきくなったね、みんな!

豊 田

3／17（金) 13:30～13:50

0 歳児のママ あつまれ～

3／31（金)
12:00～12:15,14:45～15：00

おおきくなったね、みんな!

13:30～13:50

だれでもおしゃべりタイム

3／24（金) 14:00～14:15

うたってあそぼう親子ヨガ

南 平

3／14（火) 10:00～11：00

〈ママ企画〉

おおきくなったね、みんな！

３／28（火）11：20～11：35
わくわくタイム

東宮下「みんなのひろば」
多世代ひろば 子育てコーナー

東宮下地区センター

3／14（火） 10：00～12：00
※駐車場はありません

みんなのはらっぱ20周年まつり

４／８（土） ９:３0～１２：０0
万願寺交流センター

ミニ電車（10：00～12：00）

スタンプラリー、写真展、モニュメン

ト披露、キャラクター発表、はらっぱ

のあゆみ展示など。お楽しみに！

詳しくはチラシで。予約は要りません

＜「みんなのはらっぱ」 ご案内＞

2023年 ３ 月 ４ 月
南平 万 願 寺 豊田 南平 万 願 寺 豊田

火 火 水 木 金 金 火 火 水 木 金 金

1 2 3 3am 休み 休み 5 6 7 7

7 7 8 9 10 10 11 11 12 13 14 14

14 14 15 16 17 17 18 18 19 20 21 21

休み 休み 22 23 休み 24 25 25 26 27 28 28

28 28 29 30 休み 31

はらっぱ名 場所 曜日 時間 ＊手あそび

南 平 南平駅西 火 タイムが
交流センター 9：30～11：45 各回あります

万願寺 万願寺 火･水･木･金 12：15～14：30 ＊体重計測

交流センター いつでも

土・祝（年4回） 10：30～12：15 できます。

12：45～14：30 声をかけて

豊 田 カワセミ 金 10：00～12：15 ください

ハウス 12：45～15：０0

豊田３／３(金)AMのみ 9：30～11：30

発行：NPO法人日野子育てパートナーの会

T e l/F ax： 042-587-6276

✉：ｉｎｆｏ＠ｈｉｎｏ-ｈａｒａｐｐａ.ｎｅｔ
ＨＰ：「みんなのはらっぱ」 検 索

はら っぱ

L I N E

の 公 式

アカウント

感染状況により予定が変更
・中止になることがありま
す。くわしくは、ホームペ
ージをご覧になるか､会まで
お問い合わせを。

★予約優先の入替制、人数の制限あり。時間は、下記の表をご覧ください。
★事前に、電話で予約しておくと安心です。午後の方が比較的余裕があります。

〈予約先〉⇒日野子育てパートナーの会 042-587-6276（平日９～１７：００）

＊ 予約なしで来ても定員以内でしたら利用ができます。＊ 昼食の予約も、同

時に受付しています。＊ キャンセルの場合は、連絡をお願いします。

3 月の親子製作
「おひなさま・さくら」

モニュメントに貼る鳥のメッセージカード（10年

後のわが子へ）を2月に配りました。

まだお持ちの方は3月中旬までにはらっぱに持

ってきてね。



「みんなのはらっぱ」での エピソード、思い出

「みんなのはらっぱ」で、いっぱい遊んで、泣いて、笑って……。

おおきくなったね、みんな！

これからも、いっぱいいっぱい大きくなってね！

お母さん達からのエピソード、思い出を紹介します。

コロナ禍でなかなか同じ年齢のお友達と

遊ぶ機会も少なかったが、はらっぱでお友達も

でき、人見知りだった息子もパートナーさんや

お友達と楽しく過ごすことができた！ （０歳）

初めて来た時は上の子が1歳のころ。新しい

場所が苦手な子だったので初めは一人で外に出

ちゃいそうになったり大変だったが、優しいパ

ートナーさんたちに囲まれてだんだんと慣れて

いった。そのうち妹も産まれ、しばらくお休み

していたが、また遊びに来始めて、毎週通って

いたら、お友達も沢山できた。母も沢山おしゃ

べりでき、ストレス発散でき、子どもたちも楽

しそうで一石二鳥。ずっと続くお友達ができて

楽しい毎日。お友達が来ない日も、パートナー

さんたちと沢山おしゃべりできてとてもありが

たい存在だった。 （3歳、5歳）

人見知りがひどくて、はじめはなかなか離れ

てくれず不安だったが、スタッフの方や他のお

母さん方がとてもよくしてくれて、今ではのび

のびと遊んでいて、本当に感謝。みんなのはら

っぱのおかげで人見知りも克服できた。（3歳）

ママ企画に参加して、イベントの準備をした

りでお友達が親子共々増えた。はらっぱ大好き。

いつも笑顔で迎えてくれるパートナーさんあり

がとうございます！ （4歳）

娘１歳と４歳の時に日野市に引っ越してき

た。土地勘も友達も無い中、いつでも気軽に立

ち寄れて、広くていつも気にかけてくれるパー

トナーさんがいるはらっぱは、私にとってとて

もありがたい場所だった。とはいえしばらくは

娘は私にべったりで他の大人と話すと怒り出す

ため、友達を作ったり大人と話してリフレッシ

ュすることはできなかった。そこで、ママ企画

のお手伝いをさせてもらうことにした。そうし

ているうちに、親子共にパートナーさんとの関

わりも増え、お友達も増え、娘が私から離れる

時間も増えてきました。未就園児の頃から娘に

親以外に信頼できる大人ができ、家以外にくつ

ろげる場所が作れたことは、とても良かったと

思っている。 （3歳）

はらっぱは私の大切な居場所となった！スタ

ッフの方と話す何気ない会話や子供達が楽しそ

うにしている笑顔を見ると毎週火曜日がとって

も楽しみだった。毎週はらっぱに行く火曜日が

私の毎日のルーティーンで元気の源だった。4月

から会えなくなるのはとっても寂しくて悲しい。

夏休みなどまた遊びに来ます！はらっぱを通じ

てできたお友達も、これから仲良く楽しく遊べ

たらいいなと思う。 （3歳、5歳以上）

初めての子育てで不安いっぱいの中、近所の

ママ友に教えてもらい、一緒に行き始めたはら

っぱ。その当時はコロナも無く子育てサークル

のママ達とはらっぱに集まりお昼を食べたり、

遊んだり。当時0～3歳だった子は今、9歳。今

となっては良い思い出。 （3歳、幼稚園、9歳）

「 0歳のママあつまれ」の日に、悩みを共有

したママさんたちと、今でもよく遊びに行って

いる。コロナ流行の最中での出産・育児で、な

かなか知り合いができなかったので、素敵なき

っかけになった。寝返りした頃、たたみで寝転

がっていた娘が、今では部屋中を走り回ってい

て成長を感じる。 (1歳）

初めて生後5ヶ月くらいの時に「みんなのは

らっぱ」に来てから、たくさんのお友達ができ

て、はいはいやつかまり立ちなどたくさんのこ

とができるようになった。一緒に遊び、見守っ

てくださったみなさんに感謝。4月からは保育

園！がんばろうねー！ （1歳）

約4年ほど、上の子と下の子2人が通い、たく

さん遊びながら、いろいろな経験ができた。私

自身も子育ての悩みを聞いてもらったり、子育

て情報も教えてもらい、精神的に楽になれた。

（2歳・５歳以上）




