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 今年もまた梅雨の季節となりました。おうちにこもりがちなこの時期ですが、

雨の日だって動きたい！遊びたい！ お子さんの気持ちは待ってはくれませんね。 

 今号では、雨でも楽しく遊べるちろりん村のひろばをご紹介します。 

 また、夏のイベント「おやこコンサート」の詳細もお知らせします。 

赤ちゃんとママのひろば 

向台地区会館で開催 
 赤ちゃんづれに安心な和室の会場です。子どもたち

は歓声をあげながら楽しそうに過ごしています。

「広々としたスペースでくつろげます。いろんな話が

できました」とママたちにも好評です。 

『お会いできることを楽しみにしています。ぜひ一度、

遊びにいらしてください』（担当：鈴木） 

 

 

  プログラム 

10：30 あいさつ、自由あそび 

             手あそび・ペープサートなどを 

         楽しんだあと、自由に過ごします 

11：20 おかたづけ  絵本のよみきかせ 

11：30 おわりのあいさつ 

お部屋は12：45まで使用できます 

お弁当を持参して、食事をして頂くこともできます 

          ミトンの会（※） 

       向台地区会館 
  ◆日程 第３火曜 

 ◆時間 10：30～11：30 

 ◆対象 0～3歳の親子 

       (妊婦さん可） 

 ◆参加費 無料 

 

・自由参加ですのでお気軽に 

・お茶の用意をしています 

 

(※）ミトンの会は、この他に市内２カ所で毎月開催しています。 ①ひばりが丘児童センター(第1金) ②保谷柳沢児童館（第2金） 

向台地区会館（向台町2-13-12） 



         離乳食教室 

    「赤ちゃんレストラン」 

  大人食から取り分けての離乳食づくりのデモ 

     子どもが食べる様子を見て 

    講師からのアドバイスがあります  

講師：中村美穂(管理栄養士・ﾌｰﾄﾞｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ） 

日時：①7月6日(水)  ②9月29日(木) 

   ③11月16日(水) ④1月後半予定 

   いずれも10:00～11:30(受付9:45～) 

会場：パスレル保谷 ２階（保谷庁舎前） 

対象：7～11ヶ月の親子(前後の方も可） 

持ち物：お子さまのスプーンと飲み物 

受講料：1,500円（親子の昼食つき） 

    

隔月
講座 

       リトミック 
     「みゆき教室」 
       音楽に合わせて自由に表現♪ 

        親子で過ごす楽しい時間!! 

 講師：下田みゆき 

 日時：毎月第1・第3月曜日 10:30～11:30 

   7/4、8/休、9/12・26、10/3・17、11/7・21 

 会場：パスレル保谷 2階（保谷庁舎前） 

 対象：0歳～3歳の親子 

 受講料：1回 1,000円 

年間
講座 

受講者募集中！ 詳細はホームページにて 

   赤ちゃんボランティア募集！ 
          地域の親子と小中高校生との 

          ふれあい体験です 

      親子でいつも通りに過ごしてください 

 日時：7月9日(土) 10:30～11:30 

 会場：ひばりが丘児童センター 

 対象：地域の親子(0～3歳くらい） 

 申込先：ひばりが丘児童センター 

  ☎042-465-4640 担当：鈴木 

参加
募集 

講座のご案内 

平成28年5月16日～5月30日 

（毎週月曜 全３回） 

 男女平等推進センター「パリテ」で、以前から、ち

ろりん村が実施していた講座が、「パリテ」主催で開

催されました（ちろりん村は企画協力）。 

 講師は永田京子さん（更年期フィジカルケアイン

ストラクター）。 

 バランスボールを使ってのエクササイズや、更年

期に向けての体づくり、グループワークによる心の

ケアを３回の連続講座（保育付）で学びました。子育

て支援というと産後すぐと思われがちですが、実は

出産年齢はあがり、アラフォーのママたちの「心と体

のケア」はとても望まれています。 

  

 

 

 

 

 

講座のご報告 

アンケート結果 

 
年齢（人数）30代（７）40代（10、60代（１）合計18人 

参加動機 内容に興味があった 18人 

何で 市報 16人、誘われて 1人、ポスター 1人 

感想 ・更年期の症状、やわらげ方を学んだ。 

“知る”ことは大事ですね。 

   ・前向きに進んでいければと思います。 

   ・保育つき、本当にありがたいです。 

もっと増やしてほしい!! 

   ・更年期に起こる家庭の出来事がわかり、 

心構えができた。夫にもきちんと伝えます。 

   ・5年後10年後も 

      楽しんで生活していられます。 

    ・心と身体のメンテナンスをしていきたい。 

   ・脳までスッキリ、清々しくなりました。 

   ・自分のために時間を使えました。 

自分のことも大切にしていきたい。 

アラフォー母の心と体のメンテナンス 

    ＜プログラム＞ 

各回ともバランスボールエク

ササイズの後、ワークショッ

プや講座（女性の一生・更年

期・自立神経を整える運動

など）がありました。（写真は

11月に開催した際の様子） 



ホームスタートのいま 

会場：保谷こもれびホール 小ホール 

時間：未就学児とその保護者 

内容：・こどものうた 

       I Can't Turn You Loose 宝島 

      となりのトトロ ようかい体操第１ など 

      ・楽器で演奏 

   ・マラカスづくり(10：15～） 

 

※当日受付、先着100組の親子、会場へ直接お越しください  

西東京市内で活動する 

保谷高校ＯＢ吹奏楽団（通称：ＨＯＢ）による 

楽しいおやこコンサート♪ 
 

主催 生活クラブ保育園ぽむ 

イベントのおしらせ 

ビジターさんのこえ 
・自分の子育てを思い返すと、たくさんの人に支えられたので、 

 地域のママたちのお役に立てて嬉しい。 

・玄関で親子で笑顔で出迎えてくれるのが最高です。 

・一緒に健診に行って、孫のように付き添いました。 

・一生懸命のママたちを、出来ることで応援したい。 

 ☆ビジター養成講座（8日間）を受講した 

  地域の先輩ママで、おもに傾聴活動をします   

ホームスタート・西東京 

2016年度活動方針 
 

・行政の関係機関との協議会を開催し、地域

との連携を深めます。 

・広報活動を強化します（他の子育て団体の

拠点へのＰＲ活動など）。 

・産前の母親への訪問を試行します。 

・ホームスタートから見える地域の課題を「親

支援プログラム」講座につなげ、仲間づくり

や子育ての学びを推進します（ノーバディ

ズ・パーフェクト、ＢＰプログラム、コモンセンス

ペアレンティング、ベビーマッサージなど）。 

 

 2013年12月から始まった西東京のホームスタートは、2年半を過ぎ350回以上

の訪問・傾聴活動を行いました。今年度は新たに産前の方への訪問を試行的に、

秋以降に開始します。 

利用者のこえ 
・手の込んだ料理（ハンバーグなど）を一緒にしてもらった。 

・子どもの、いろいろな遊ばせ方を、見て知ることができた。 

・初めて、地域子育て支援センターや図書館に一緒に出かけた。 

・いっぱい話を聞いてもらい、子育てに少し前向きになった。 

・ビジターさんと出会えて、地域で子育てするのに 

 不安がなくなった。 

 ☆利用者は1回2時間×4日間程度の 

            訪問を受けます 



編集後記：今号では、雨の日でもおやこで遊べるスポットを

紹介しました。梅雨の時期こそ、そしてこれから迎える猛暑

の時期こそ、活用してみてください。 

「おやこコンサート」にもぜひ、おでかけください♪(Ｍ) 

〒202-00 1 1  東京都西東京市泉町3- 1 2-25 

パスレル保谷１階  生活クラブ保育園ぽむ内  

TEL ・FAX ： ０４２－４２５－０７８8 

E-ma i l ：c h i r o r i n m u r a@mbn . n i f t y . c o m  

ht tp : / /npo c h i r o r i n mu r a . j i m d o . c om /  

 西東京市では、公立保育園内5ヶ所（ひがし・け

やき・なかまち・やぎさわ・すみよし）に、地域

子育て支援センターが開設されています。保育園

の園庭と園内の1室を親子で遊べる場として開放

していて、就学前の親子やこれからパパ・ママに

なられる方も利用することができます。 

            保育園体験ができたり、 

            子育てに関する相談や 

            講座も開催されていま 

            す。ぜひ一度、足を運 

            んでみてください。 

 

             

              

ご寄附のお願い 
 ちろりん村では、『地域で子育てを！』をモットーに、

子育て支援を行っています。子育てが孤育てになら

ないために、西東京市すべての子どもに幸せな人生

のスタートを!! 

 皆さまのご支援・ご協力をよろしくお願い致します。 
 
 年会費 ・賛助会員(１口）1,000円 

     ・個人会員(１口) 3,000円 

     ・団体会員(１口) 5,000円 

       ＊何口からでも構いません 

 会員特典・機関誌(本紙)の送付 年2回 

     ・講座・イベントのご案内 

     ・活動報告(本紙)へのお名前掲載 

                （可能な方） 

ゆうちょ口座：記号 00100-3 番号 587407 

NPO法人ワーカーズ・コレクティブちろりん村 

各種講座やホームスタートのお申込み・お問合わせは… 

  ♪いっしょにあそぼう♪ 
「大風こい」 

子育てに 
やさしいスポット 

in 西東京市 

地域子育て支援センター 

大きな布を持ち、 

うたにあわせて 

くりかえし 

上下に振ります 

♪上から 下から 

 大風こい 

 こい こい こい 

          募金のご報告 
熊本地震復興支援として、ホームスタート・熊本
へ50,000円の募金をしました。 
・ホームスタートビジターさんより 23,000円  
・ちろりん村メンバーより     27,000円      

         賛助会員のご報告 
平成28年2月 Ｋ・Ｙ様(緑町在住）  3,000円 

      岡田様（住吉町在住）25,000円    
           ご協力くださったみなさま、 

           ありがとうございました 

イラスト：島崎結生 
（ちろりん村メンバー） 


