
こんにちは。キーアセット川崎の「ほっこり通信夏号」をお読みいただきありがとうございます。
今年も暑い季節がやってきました。年々暑さが厳しくなっていますが、こどもたちに負けないよ
うに私たち大人もめーいっぱい夏を楽しみましょう♪　（熱中症には十分気をつけてお過ごしくださいね）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ご挨拶

もうすぐ夏休み！少しずつですがイベントも開催されるようになってきて笑顔が増えてきたように感じます (^O^)
そこでこの夏号では川崎市内の楽しいスポットをご紹介したいと思います！
どこに行こうかな？と考えている方！予約が必要なところもありますので、いろいろチェックしてみてくださいね♪

今年の夏はキーアセットの説明会・出張案内等に参加してくださった方にうちわをお渡ししています。
暑い日が続きますので、ご自身に風を送って涼しく過ごしていただくのはもちろん、うちわって遊びにも
使えます！（工作も楽しいですが、すぐにはがされてしまうのは寂しいので（笑）、今回は遊びに特化してみました (^O^) ／）
ほっこり通信を先に手に入れてくださったけど、うちわがないそこのあなた！ぜひ、説明会にお越し下さいね～！

《うちわ DE ふうせんバレー》

うちわでふうせんを落とさないようにバレーボール！
結構勢いよくふうせんが上がるので、どこに落ちてくる
のかドキドキ♡どれくらいラリーを続けられるか挑戦す
るのも楽しいです♪

《紙コップ陣地取りゲーム》

テーブルの真ん中に紙コップを置きます！両側からうちわ
であおいで、相手側に紙コップを落とした方が勝ち☆
チーム戦もできるので、是非ご家庭での遊びに取り入れて
くださいね♪

夏だ！うちわで遊ぼう！

川崎市内で遊ぼう！

《味の素 KK　川崎工場》

日頃お世話になっている方も多いはず！ほんだしや味の素、
スープの見学コースなどがあり、こだわりやどうやって作ら
れているのかなどを学べます。

《南武線　松島川橋梁 （二ヶ領用水）》

JR 宿河原駅と JR 登戸駅の間にあります。さくらの時期が
人気ですが、夏も楽しめる二ヶ領用水！すぐ真上を通る
電車は迫力があります！

《かわさき宙と緑の科学館》

プラネタリウムや楽しく参加できる教室などもあります！
帰りは生田緑地や藤子・F・不二雄ミュージアムも近いので１日楽しめます。

★川崎市内にはこんなところも★

《夢パーク》

こどもが安心してありのままの自分でいられる場所です。
自分の好きな居場所を見つけてくださいね。
ウォータースライダーもあるので夏も涼しく過ごせます！

《シェアドッグスクール》

こども文化センターなどでわんちゃんとの触れ合いを行っています！

《みどりなくらし》

川崎で、子育て世代の方に心豊かなくらしを提案して
くれています！いろいろなイベントも行っているので
居場所のひとつとして是非☆
8 月にはコラボイベント「夏祭り」を企画中です♪
詳細は随時 HP や SNS などで発信していきますので、
楽しみにしていてくださいね♪

★キーアセットも交流会などでお世話になってます★

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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『養育里親』 説明会 & イベント情報

  8 月   7 日 ( 日 )　10:00 ～ 高津市民館
  9 月 10 日 ( 土 )　14:00 ～ 多摩市民館
　 

【 川崎市養育里親説明会 】 

個別説明、個別相談、オンラインなども対応しています。
また出前講座や出張案内も随時募集しています。
お気軽にお問い合わせ下さい。 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

★詳しくはホームページをご覧ください → 

【川崎市里親月間合同イベント】

はじめまして！かわさき里親支援センターさくらの溝部です。
かわさき里親支援センターさくらは、令和 2 年 9 月に川崎市で
キーアセットさんに次ぐ 2 ヶ所目のフォスタリング機関 ( 養子
縁組 ) として多摩区菅に開所いたしました。特別養子縁組制度
という「しあわせのかたち」を皆さまに知っていただき、子ど
もたちが地域で健やかに育っていくために、それぞれの立場で
支え合う社会づくりを目指して活動しております。地域に根差
し、みなさんが＂ほっこり” できるようなセンターになれるよ
う頑張っていきます！

関係機関からのメッセージ

今号は 10 月の里親月間合同イベントを一緒に企画して
いる「かわさき里親支援センターさくら」さんからの
メッセージです。

NPO 法人キーアセット 川崎事務所
〒213-0001  川崎市高津区溝口 1-1-26 高津工友会 3 階
Tel 　   044 ( 948 ) 9146    
Email   info＠kiiasetto.or.jp
https://keyassetsnpo-kawasaki.jp/ 　

★ 連絡先 ★

川崎市フォスタリング事業受託機関

日時：１０月１６日（日）１２：３０～１６：００
会場：ミューザ川崎　研修室１・２・３

・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

講演会   　　　　NPO 法人「フリースペースたまりば」理事長西野博之氏
シンポジウム　  里親さんと関係機関で、こどもが地域で健やかに育つために
　　　　　　　  大事なことや課題について考えます。ぜひ皆さんも地域でで
　　　　　　　  きることを一緒に考えてみませんか。　
　
　　

・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

《 当日の流れ ( 予定） 》　＊内容は変更になる場合もございます
12:00 ～ 12:30　受付
12:30 ～ 12:35　はじめの挨拶
12:35 ～ 14:05　講演会   
14:05 ～ 14:15　休憩
14:15 ～ 14:30　川崎市の里親制度
14:30 ～ 14:50　関係機関の活動について
　　

14:50 ～ 15:35　シンポジウム
15:35 ～ 15:50　質問コーナー
15:50 ～ 16:00　おわりの挨拶
16:00 ～ 17:00　ブース開放　

・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

今年度の里親月間イベントは、NPO 法人キーアセット（養育里親）と
かわさき里親支援センターさくら（養子縁組里親）の合同企画です。
あゆみの会や関係機関の皆さんと協力して実施しますのでお楽しみに！

説明会では、現役養育里親さんの想いを VTR でご視聴
いただきます。また、疑問に思っていることや不安な
こと等ありましたら、その場でキーアセットスタッフ
にご質問いただけます。

↓ こちらもお楽しみください♪ 

かわさき里親支援センターさくら 溝部 聡子 様 

里親さんの 『愛情レシピ』

とってもシンプルな料理です。正式な名前は
わかりませんが、里父が子どもの頃作ってもらった軽食です。
思い出して、里子ちゃんに作ってみたら美味しいと好評でした！！

〈材料：1 人前〉
1）トースト 1 枚（6 枚切りか 8 枚切り）
2）たまご 1 個
3）たまごの味付け：塩、砂糖　それぞれお好みで適量
4）サラダ油（もしくはバター）適量

「里父から里子へ」

エッグトーストレシピ♪

〈作り方〉
①生たまごに３）の塩・砂糖をかき混ぜます。
②写真のように食パンの真ん中をくりぬきます。
③油 ( もしくはバター ) を引いて中火で温めたフライパン
　に、くりぬいた食パンの外側をおき、そこに①の生たまごを注ぎます。
④たまごの下が少し固まってきたら、くりぬいた食パンでたまごを上から
    覆います。
⑤フライ返しパンごと 1、2 回ひっくり返して、たまごの焼き加減をお好み
    で調整。
⑥そのままでも、ケチャップ等をかけてでも召し上がれ。

キーアセット他地域情報
　　　　　　　　　
　　　　　　　　　         東京事務所は立川駅にあります。西東京 12 市の
　　　　　　　　　　　 担当ですがリクルートは全都民を対象に制度の
                                             周知をしています。情報満載の「Tokyo 里親ナビ」
                                             の運営、オンライン相談会開催や企業、教育関係、
　　　　　　　　　　　医療機関への周知活動。
          また都の啓発キャラクター「さとペン」をたく
　　  さんの方に知ってもらう活動に励んでいます。
　　  あのペコちゃんにも応援してもらってます！

                       
　　　

東京事務所

Twitter YouTubeFacebook

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

レスパイトで１週間来てくれた 0 歳の男の子、４歳の娘も喜んでお世話
に邁進していました。初めは、聞いていた生活リズムに合わせてミルク
をスタンバイしてもまだ寝ている…笑。そうしたスタートから元気いっ
ぱいに遊んで寝返りしているうちに生活リズムも整い、おうちに帰るこ
ろには少し育ったかも？という気持ちになりました。娘は今でも『あの
時は楽しかったね、おうちで元気だと良いね』と楽しく思い出して話を
してくれます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（E 里親さん）

最近、土日の９時から 11 時までリビングで里子がひとりで過ごし、私
たち夫婦は別の部屋で過ごす「ぼっち時間」を始めました。朝私が起き
ると先に起きていた里子が「ひとりで過ごそうと思ってたのに」と言っ
たことがきっかけです。いろいろなつきあいに子どもなりに疲れてるん
ですね。べったり甘えることも多いですが、ぼっち時間も楽しみのよう
です。　　　               　      （小学校中学年児童を養育中 ★ T 里親さん）


