30 年 3 月号
（第１25 号）

①

わいわいひろば
お父さんと遊ぼう
Big ぱんだの参加者より

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。
普段、遊び場としてご利用された方、
「わいわいひろば」やイベント等に参加された方、また、当館を
初めてご利用された方にアンケートの記入をお願いしております。ご協力ありがとうございます。
「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。

わいわいひろば・お父さんと遊ぼう・Big ぱんだの参加の皆さんより
家で二人きりなので、同じくらいの月齢の子と遊べてよかった。／今回初めて参加させていた
だきましたがとても楽しんでいたのでまたぜひ参加したいと思います。このようにお友達と一緒
に遊ぶ機会は子どもにとって大切だと感じました。／今日も楽しく参加させていただきました。
前回は、見ているだけの孫でしたが今日は進んで楽しんでいる姿に成長を感じました。／手作
りおもちゃが気にいってくれたので教えていただいてよかったです。身近なもので簡単にできるも
のだったので家でも作れそうです。／手作りおもちゃ、家でパパに「こんなことしている」と話がで
きます。／6 か月から通って 11 か月になりました。りすさんは卒業です。次は 1 歳児クラスの参
加を楽しみにしています。／もうじき 2 歳になる息子でうさぎは限界かなと思っていましたが楽
しく過ごせました。／普段子どもと歌を歌う機会がないのでよいイベントだった。／仕事で帰り
が遅くなかなか遊んであげられない事が多い中、充実した遊び方を教えてもらった。子どもも
楽しそうで過ごせてよかった。
『わいわいひろば』は、年齢月齢によって平日行う遊びのひろばです。
『サンデー』や『お父さんと遊ぼう』
は日曜日に開催しております。日曜日が休日のお父さんの参加をお待ちしております。
お子さんが小さい時、育児に追われてなかなか外に出られないお母さんもいると思います。そういう時こ
そ『わいわいひろば』に参加しお母さんとお子さんでふれあい遊びや体操、身近にあるもので工作を楽しん
でいただきたいと思います。気分転換になり、友達の輪が広がると思います。
初めての参加で楽しさを知っていただき、何回か参加していく中でお子さんやお孫さんの成長を感じてい
ただいている方もいらっしゃいます。ありがとうございます。おうちの方と一緒に子育ての楽しさ
を共有しお子さんの成長を見守っていきたいと思います。
平成 29 年度なごみひろばの参加者アンケート・はじめまして・ご意見ポスト・支援館アンケート・利用者アンケート
に頂いたご意見については 5 月号にてご紹介いたします。
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アレルギー相談
※子育て支援コンシェルジュ出張相談～保育園・認定こども園・幼稚園入園について～
予約制 13:00～15:00（お一人様 20 分程度）6 組程度 予約後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い合わせください！！

サンデーりす（おおむね 7 か月～11 か月）
11 日（10:30～11:00）
（担当：松葉瀬）
※内容等は通常のりすと同じです。

わいわいひろば

りす（おおむね７か月～11 か月）
「ふれあい遊びを楽しもう!」
2 日・9 日・16 日・23 日・30 日
（10:00～10:30）
定員 8 組（担当：可世木）
※持ち物はありません

ひよこ（2 か月～おおむね６か月）
「ふれあい遊びを楽しもう!」
7 日・21 日・28 日
（10:00～10:30）
定員 8 組（担当：加納・東原）
※持ち物はありません

ぱんだ（おおむね 2 歳児以上）
「リズム遊びを楽しもう!」
15 日・29 日
（10:00～10:40）
定員 10 組（担当：吉村）
※持ち物ありません

うさぎ（おおむね 1 歳児）
「ふれあい遊びを楽しもう!」
8 日①②・22 日①②
（①9:50～10:30 ②10:40～11:20）
定員 10 組（担当：鈴木）
※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★
3 月 11 日～15 日開催分・・・2 月 15 日午前 9 時より受付開始
3 月 16 日～31 日開催分・・・3 月 11 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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毎週水曜日 10:00～11:00
各回定員 10 名 第 2 回目のみ 12 名

なごみひろば

12

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２月 15 日午前９時より受付を開始いたします。
７日「離乳食５～6 か月頃」

※14 日「子どもとのかかわり」

21 日「はじめての子育て」

28 日「１歳 6 か月～２歳頃のママの集い」

※第 2 週(1４日)のみ、託児希望者は先着 5 名まで承ります。ご予約は２月 25 日(日)までに
館内窓口又はお電話にてお申込み下さい。尚、料金は 200 円となります。

身体測定

おはなし会
５日(月)おはなし花かご
25 日(日)でんでん虫

2８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

時間は全て 15:00～15:30 です。

います。お申込みは不要です。乳児用、幼児用

お申し込みの必要はありません。

の身長計、体重計を用意していますので、お気

この他にも、毎週金曜日は「かつらぎ民話をか

軽にお越しください。看護師が同席しますので、

たる会」の紙芝居があります♪

相 談

ご不明な点はお尋ねください。

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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瞳を見つめあい
笑いを重ねるとき
心と心が
やさしく ひとつに
なります

喜びから生まれる笑いは、幸せを呼ぶおまじない。「あなたのすべてが
大切」と思う瞬間、親にも子にも、心の中に幸せが訪れます。
子どもの育ちの歩みに寄り添い、ていねいにかかわっていくこと、
そして、笑顔がいちばん。
いつも一緒に笑っていれば、もっともっといちばん。
（社）全国私立保育園連盟

Big ぱんだ ～体を動かして遊ぼう～

子育てメッセージより

18 日（日）10：30～11：10

★会 場：子ども交流館アリーナ（きぼーる 3 階）
★参加費：無料
★定 員：15 組（事前申込制・先着順）
★対 象：2 歳以上のお子様と保護者（お父さん、お母さん、保護者ならどなたでも）
※直接会場へお越しください！
※交流館カードのある方は提示していただいています。お持ちでない方は申請をお願いします。
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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２月 15 日午前 9 時より開始いたします。

「ハンドタッチ&スキンケア講座」

「子育てひろば」

10 日（土）10:00～10:45

12 日（月）14:00～15:00

★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。

★会 場：子育て支援館 多目的室
★講 師：廣瀬万穂（当館副館長・保育士）
★定 員：１0 名（事前申込制・先着順）
★対 象：親子の遊びを覚えたい方・伝えたい方・
育児サークルの方
✿ふれあい遊び、わらべうた、手作り玩具などの
紹介をします

「子育て支援研修」

「心理士による講座」

～子どもとの関わり方・遊び方～

～あそびと子どもの育ち～

10 日（土）14:00～15:00
★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)

17 日（土）10:00～11:00

★会 場：子育て支援館 多目的室

★参加費：300 円

★講 座：山下しずか（臨床発達心理士）

★定

員：10 名（事前申込制・先着順）

★参加費：300 円

★対

象：子育て中の保護者、子育て支援に関わ

★定 員：10 組

っている方等

★対 象：0～2 歳のお子様と保護者

※託児希望者は先着 8 名まで承ります。ご予約は

★持ち物：なし

2 月 25 日（日）までに館内窓口またはお電話に
てお申込み下さい。
尚、料金は 200 円となります。

ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝﾀｰって？

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

子育て中のお母さんは日々大忙し、そんなお母
さんを地域にお住まいの方々が子育てをお手伝
いしてくれる。それが、ファミリー・サポート・
センター（ファミサポ）です♪
☆登録するには・・・☆
センターにお電話か子育て支援館内の窓口にお
越し下さい。
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