2019 年 4 月号
（第 138 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 137 号に続きましてみなさまの声を紹介いたします。

なごみひろばの参加者アンケートより
じっくり話を聞いてもらえてよかった。/みんなの子育て状況を知り、自分だけでなく同じ悩み
を持っている方がいることを知りました。これからも頑張ろうと思いました。/皆気持ちは一緒
なのだと安心しました。/話すだけでストレス発散になりました。参考になる話も聞けたし、自
分の経験も話すことができたのでとても楽しめました。/育児のコツを知ることができ参考に
なりました。/いつも楽しいです！！1 時間じゃ足りない～！！
『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
・家にも居られず外も雨で居場所に困っていました。スタッフの方たちの笑顔とキレイなお部
屋で救われました。/遠方から来ているため駐車場を利用しました。少しでも駐車料金の割
引があると助かります。離乳食のレシピが在るのがとても役立ちました。/冷蔵庫とレンジが
ほしいです。持参したお弁当、夏場はちょっと心配。/親子サロンでお昼を食べていたのです
が、テーブルや床に食べ残しがあってとても不快になりました。食べ終わった子どもたちの手足
にお菓子のくずが付いたまま次の遊び（粘土）にそのまま移動していることにも不安になりま
した。私の娘は食物アレルギーがあります。娘には自分の身は自分で守ることを伝えて外出
しています。/お話会ですが、スタッフさんの声が小さくて後ろの方まで聞こえないのでぜひピン
マイクなどの対応をご検討いただけるとさらに楽しめると思います。/ホームページに twitter
のリンクがあるとうれしい。
離乳食は季節の旬な食材を使ったレシピをその都度紹介しております。御利用ください。/レンジ
は離乳食等に限り御利用できます。スタッフに声をかけてください。夏場のお弁当は心配ですね。
利用者さんの中には保冷バッグや保冷剤などを工夫し利用されている方もいらっしゃいます。/ア
レルギーを持つお子さんの御両親はさぞいろいろな場面で御心配も多いかと思います。当館ではア
レルギーを持つ利用者に対して全利用者の理解が深まるよう周知しアレルギーを持つ利用者が創
作コーナーの空き容器の取り扱い等にも気をつけられるよう環境設定しました。親子サロン及び創
作コーナーなど安心・安全に御利用できるように環境を整えていきます。/せっかくのお話が途中
で聞こえないのは残念です。絵本コーナーは狭いスペースですのでお話会の前に子どもを集中させ
ることに気を配りお話の世界に引き込んでいく時間を十分とり対応したいと考えています。
/twitter をホームページに載せてありますのでご利用ください。
みなさまからのたくさんの“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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※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 13:00～14:30（お一人様 15 分程度）5 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）
21 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!」
3 日・10 日・17 日・24 日
（10:00～10:30）
定員 8 組（担当：吉村）
※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!」
5 日・12 日・19 日・26 日
（10:00～10:30）
定員 8 組（担当：東原）
※持ち物はありません

うさぎ（おおむね 1 歳児）
「リズム遊びを楽しもう」
4 日①②・18 日①②
（①9:50～10:30②10:40～11:20）
定員 10 組（担当：森田）
※持ち物はありません

ぱんだ（おおむね 2 歳児以上）
「つくって遊ぼう」
11 日・25 日
（10:00～10:40）
定員 10 組（担当：黒川）
※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★
4 月 11 日～15 日開催分・・・3 月 15 日午前 9 時より受付開始
4 月 17 日～30 日開催分・・・4 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。
お申し込み参加回数は、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 週のみ 12 名

なごみひろば

「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。
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 3 月 15 日午前９時より受付を開始いたします。
3 日「離乳食

１２～18 か月」

※10 日「８か月～１歳児頃のママの集い」

17 日「千葉県外出身者の集い」

24 日「先輩ママに聞こう！おむつはずし」

※第 2 週(10 日)のみ、託児希望者は先着 5 名まで承ります。ご予約は 3 月 25 日(月)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
1 日（月）おはなし花かご
※おはなし花かごの時間は 11：00 からです。
通常のおはなし会は全て 15：00 からです。
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
語る会」の紙芝居があります♪

相 談

24 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、
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。

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、
どうぞ気軽にお電話ください。

子育てメッセージ

三 三須
須

子どもとの信頼関係の
中で大切にすることは
話しを聞くこと
親に話しを聞いてもらえなかった子どもは、人の話をあまり聞かない
そうです。思いあたることはありませんか？
忙しくても、ちょっと手を休めて、子どもの話しを聞いてあげてみてください。
そうすることで、親と子どもが信頼関係で結ばれるのです。
大人だって、話しを聞いてもらうと、すっきり、うれしかったりしますよね。
全国私立保育園連盟 子育てメッセージより
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講 座

講座は事前のお申し込みが必要です。
お申し込みは 3 月 15 日午前９時より受付を開始いたします。

ママだからできる子どものむし歯予防講座
8 日（月）10：00～11：00
★会 場：子育て支援館 多目的室
★講 師：鶴岡友恵（鶴沢歯科クリニック副院長）
★対 象：0 歳～１歳半までのお子様と保護者
★持ち物：①いつもお子様が使っている歯ブラシ
②ハンドタオル

★定 員：10 組
★参加費：300 円

産後の体づくりエクササイズ講座
12 日（金）10:00～11:00
★会 場：子育て支援館 多目的室
★講 師：高橋美樹（理学療法士・ピラティスインストラクター）★定 員：10 組
★対 象：生後 1 歳までのお子様とお母さん
★参加費：300 円
★持ち物：バスタオル 2 枚、着替え、水分等
※動きやすい服装でお越しください。

地域支援活動

子育てひろば
15 日（月）10:00～11:00

★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(０歳児親子)・伝えたい方・育児サークルの方
✿今月は 0 歳児向けのふれあい遊び等をご紹介します！

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） twitter：QＲコード
✉ 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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