30 年５月号
（第 127 号）

②

なごみ・はじめまして
ご意見ポスト
利用者アンケート

日頃より子育て支援館をご利用いただきありがとうございます。当館のアンケートに、ご協力ありがとうござい
ます。みんなのわ 125 号に続きましてみなさまの声を紹介いたします。情報提供コーナーに「みなさまの声」と
して掲示させていただいているほかにたくさんの“お声”をいただきましたのでご紹介いたします。

なごみひろばの参加者アンケートより
皆さんのお話を聞いたり、自分で話すことでストレス発散になりました。／自分の悩み相談だけでなく同
じように悩んでいる人がいるんだと思えることで救われました。／実家が遠くても頑張っているお母さんの
話が聞けて自分も頑張ろうと思いました。／本やネットでの情報ではなく生の声が聞けて良かったです。／
ぶっちゃけ話(育児以外)のなごみはあまりなかったのでおもしろかったです。
『なごみひろば』は育児講座的なひろばです。お母さんたちが子育てで悩んでいること、不安に感じて
いること等テーマに沿った内容をお母さん同士で情報交換しながらなごんでいただきたいと考えてい
る講座です。一人で悩まないで一人で抱え込まないで共に子育てをと考えています。

はじめまして・ご意見ポスト・利用者アンケートより
予約するのに満員かどれくらい残っているか分かるようになると助かります。／保育園に行く予定がな
いので先生方や他のお子さんと関われることがありがたい場です。子どもも大人も名札を付けて名前で
声を掛けられるのが良いなと思いました。／帰り支度をする場所（抱っこひもを入れる）がない。出入り
口付近にマットのある場所が欲しい。／おもちゃ汚れのボックスをホールにも欲しい。／8 か月の息子と初
めて利用しました。最近伝い歩きハイハイ等活発に動けるようになりました。主張も強くなってきて家だ
けだと私がイライラしてしまいどこか思い切り遊べる場所がないか探し見つけました。息子も楽しそうに
遊び他の子どもたちの笑顔に私自身も癒され元気になりました。きれいで整えられた空間を無料で用
意していただきありがたく思います。あたたかいスタッフの皆さんに感謝です。
（気持ちよく迎えてくださいました。）
ひろばやイベント等の予約状況は、HP にてお知らせし、定員になった以降にお申込みがあった場合は
キャンセル待ちをご案内しています。電話や HP にてご確認ください。/帰り支度をするのにご不便を
おかけしました。正面受付の左前（エレベーター横）にベビーベッドを設置しましたのでご利用くださ
い。/当館は利用者さんとのかかわりを大事にしていますのでお子さんの遊んでいる様子を見ながらお
声を掛けて汚れた玩具をいただき消毒してきました。しかし、なかなかスタッフに渡せなかったりまた、
衛生管理の面でもご心配をおかけしなくても良いのではないかと職員で検討し（支援館の基本的な考え
は今までと変わらず“手渡し”を考えていますが）ボックスがあることでお子さんにすぐ対応でき利用
者さんにも不安を与えないのではないかという考えのもと、絵本コーナーの棚の上にボックスを置きま
した。ご協力をお願いします。
皆様からのたくさんの“お声”をいただき有難うございました。検討する内容、発展する内容等感謝
を持って取り組み今後の子育て支援館の運営に生かしていきたいと思います。
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携帯版ホームページ

※子育てコンシェルジュ出張相談～保育園・認定こども園・幼稚園について～

予約制 13：00～14：30(お一人様 15 分程度)5 組程度 予約時にお時間をお知らせします。当日も空きがあれば対応
いたしますので気軽にお問合せください！
サンデーりす
（おおむね 7 か月〜11 か月）
20 日（10:30～11:00）
（担当：加納）
※内容等は通常のりすと同じです。

わいわいひろば

ひよこ（2 か月～おおむね 6 か月）
「ふれあい遊びを楽しもう!」
2 日・16 日・23 日
（10:00～10:30）
定員 8 組（担当：鈴木）
※持ち物はありません

りす（おおむね 7 か月～11 か月）
「ふれあい遊びを楽しもう!」
4 日・11 日・18 日・25 日
（10:00～10:30）
定員 8 組（担当：松葉瀬）
※持ち物はありません

うさぎ（おおむね 1 歳児）
「つくって遊ぼう!」
3 日①②・17 日①②
(①9:50～10:30 ②10:40～11:20）
定員 10 組（担当：東原）
※持ち物はありません

ぱんだ（おおむね 2 歳児以上）
「運動遊びを楽しもう!」
10 日・24 日
（10:00～10:40）
定員 10 組（担当：可世木）
※持ち物はありません

★わいわいひろばのお申込みについて★
５月

１日～14 日開催分 ・・・4 月 15 日午前９時より受付開始

5 月 16 日～31 日開催分 ・・・5 月





2 日午前９時より受付開始

お申し込みは、館内窓口・電話・ホームページにてお受けいたします。
上記受付開始日については、すべての受付を午前９時より開始いたします。
お申し込み回数は、月間でお１人様１回限りとなっております。
定員に達している場合は、キャンセル待ちをお受けしております。
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「なごみひろば」は保護者
の方同士で一緒に学び合
うひろばです！！

なごみひろば

毎週水曜日 10:00～11:00
各回定員 10 名 第２のみ
12 名

事前予約制となっております。定員になり次第締め切らせていただきます。
お申し込みは４月 15 日午前９時より受付を開始いたします。
2 日「みんなで話そう離乳食」カチカチ噛んで食べていますか？ ※9 日「早寝早起き朝ごはん」
16 日「祖父母に上手に甘えていますか？」円満の秘訣
23 日「はじめての子育て」
（0 歳児）
30 日「みんなでおやつを考えよう」
※第 2 週（9 日）のみ、託児希望者は先着 5 名まで承ります。ご予約は 4 月 25 日（水）
までに、館内窓口又はお電話にてお申し込み下さい。尚、料金は 200 円となります。

おはなし会

身体測定

✿７日(月)おはなし花かご
13 日(日)でんでん虫
※おはなし花かごの時間は１１:００からです。

23 日（水）13:30～14:30
毎月第４水曜日に、多目的室で身体測定を行い
ます。お申込みは不要です。乳児用、幼児用の
身長計、体重計を用意していますので、お気軽
にお越しください。
看護師が同席しますので、ご不明な点はお尋ね
ください。

通常のお話し会は全て 15:00～15:30 です。
お申し込みの必要はありません。
この他にも、毎週金曜日は「かつらぎ民話をか
たる会」の紙芝居があります♪

相 談

子育ての悩み、言葉の発達、気になる行動、離乳食、身体の健康などの
ご相談をお受けしております。保健相談では看護師が、心理相談では臨
床発達心理士がお話をお伺いいたします。
（就学前までのお子さんが対象
です。
）詳しいお問い合わせ、お申し込みなどは、☎201-6001 まで、
どうぞお気軽にお電話ください。
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「世界中の子どもたちが」
子どもたちの歌から素敵な言葉をご紹介します♪

世界中のこどもたちが
一度に笑ったら
空も笑うだろう
ラララ 海も笑うだろ
う
広げようぼくらの夢を
届けようぼくらの声を
咲かせようぼくらの花
を世界に虹をかけよう

世界中のこどもたちが
一度に泣いたら
空も泣くだろう
ラララ 海も泣くだろう

子どもの笑顔・笑い声は
最高ですね。一緒に歌い

世界中のこどもたちが
一度に笑ったら 空も笑うだろう
ラララ 海も笑うだろう
新沢としひこ作詞 中川ひろたか作
曲
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まし ょう ♡たま に顔 を
合わ せてにっこ り！ 子
ども にとっても 楽し い
時間になりますね。

講 座

講座は事前のお申し込みが必要です。
お申し込み受付は 4 月 15 日午前 9 時より開始いたします。

マタニティ＆産後女性のための
ボールエクササイズ講座

手作りおもちゃ講座
外であそべるおもちゃ・動くおもちゃをつくろう!!

７日（月）①19:50〜10:30
②10:40〜11:20

１９日（土）10:00～11:00
★会 場：子育て支援館 多目的室
★講 師：関 美代子
（保育士・おもちゃインストラクター）
★参加費：300 円 ※託児代：200 円
★定 員：10 名
★対 象：子育て中の保護者、子育て支援関係者
★紙コップのひこうき、トコトコかめさんを作り
ます。持ち物はありません。
※託児希望者は先着６名まで承ります。
ご予約は 4 月 25 日（水）までに、館内窓口
またはお電話にてお申し込みください。

★会 場：子育て支援館 多目的室
★講

師：若菜ひろみ
（マドレボニータインストラクター）

★参加費：300 円 ★定 員：各回 10 組
★対 象：妊婦さん・就学前のお子さんがいるお母
さん（2017 年 10 月 9 日以降に生まれ
た赤ちゃんは同伴可能です）
★持ち物：動きやすい服装、飲み物、汗拭きタオル
※ご兄弟が一緒に入室することはできません。
※妊婦さんは妊娠 12 週以降～臨月までで、運動を制限
されていない方が参加可能です。

ハンドタッチケア＆スキンケア講座
２０日（日）10:00～10:45

おうちでできる簡単ヘアカット講座

★会 場：子育て支援館 多目的室
★講 師：うすき友美（ハンドセラピスト）
★参加費：300 円
★定 員：10 組
★対 象：0 歳～3 歳までのお子様と保護者
★持ち物：なし
※爪を短く切り、腕まくりしやすい服装でご参加
ください。

１２日（土） 9:50～11:00
（後半個別対応の時間があります）
★会 場：子育て支援館 多目的室
★講 師：原田順子（美容師）
★参加費：300 円 ★定 員：15 組
★対 象：未就学のお子様と保護者
★持ち物：なし
※切り方を学ぶ講座です。

「お父さんとあそぼう！！」

「ボランティア講習会」

６日（日） 10:30～11:10
★会 場：子育て支援館 プレイホール
★定 員：12 組（事前予約制）
★参加費：無料
★対 象：おおむね７か月から 11 か月までの
お子様とお父様
★申込み：4 月 15 日（日）より、館内窓口電話・
ホームページにてお申込み下さい。
提供・両方会員に
なりませんか？

１９日（土） 14:00～15:30
★会 場：子育て支援館多目的室
★講 師：三須初子（当館館長・保育士）
★定 員：20 名（事前申込制・先着順）
★対 象：孫育てをされている方、地域の子育
て支援に興味のある方
◆託児は行っておりません。その他ご不明な点は
当館までお尋ねください。

千葉市子育て支援館
(公社)千葉市民間保育園協議会
千葉市中央区中央 4-5-1 きぼーる 6F
☎ 043-201-6000（代表）
043-201-6003（fax）
043-201-6001（相談）
043-201-6571（ファミサポ）
✉ info@kosodateshien.or.jp
HP www.kosodateshien.or.jp/
発行責任者：三須初子

ちばしファミリーサポートセンターでは、地域で子
育てをお手伝いしてくださる提供会員・両方会員（有
償ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ）を募集しています。提供・両方会員になる
ための基礎研修会を開催いたしますのでぜひご参加く
ださい。
日時：5 月 31 日(木)・6 月 1 日(金)9:30～12:50
会場：中央保健福祉センター
要件：市内在住で、お子さんを預かる事のできる心身
ともに健康な方
問い合わせ・ちばしファミリーサポートセンター
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