28 年 2 月号
（第 100 号）

子育て支援館をご利用の皆様は、当館以外にも様々な子育て支援施設や、サークルなどをご利用
されています。私たち子育て支援館もそれらの支援施設やサークル、近隣の保育ルームなどに出向
き、ひろばを行っています。この「出張ひろば」は子育て支援活動を実施する団体や、市、保健福
祉センター等と連携を図り、地域支援活動として取り組んでいます。
実際に千葉市の様々な子育てサークル等に出向くと、近隣の皆さんが気軽に参加されており、お
母さん方にとって大切な交流の場や情報交換の場となり、特にリフレッシュの場にもなっているこ
とを感じます。私たちがそれらのサークルへ出張することで、様々な地区の親子さんとのふれあい
や、交流が持てるのはとてもうれしい事です。
「出張ひろば」は季節の行事に合わせた内容で、パネルシアターやペープサート、絵本や紙芝居
を演じたり歌や手遊び、ふれあい遊びの紹介、手作りおもちゃを作るなど遊びを知って頂けるよう
に準備しています。当館以外の場所でも、お子さんと保護者の方が一緒に楽しい時間を過ごせるよ
うな遊びを伝えていけたらと思います。その他に、子育て支援館やファミリーサポートセンターの
紹介をさせて頂くなど、
「子育て支援館」を知って頂く機会にもなっています。
３０分～１時間の出張ひろばですが、実際にサ
ークルに参加された方から「これを機会に支援館
に遊びに行ってみようと思う」「家の近くでこの
ような機会があるとありがたい」という声を頂き、
支援館もこの繋がりを大切にしていきたいと感
じています。このように地域との連携を図りなが
ら、これからも子どもが健やかに育ち、子育ての
喜びが共感できるような支援を目指していきた
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いと思っています。

この度子育て支援館広報誌「みんなのわ」は、開館当初（2007,11）から毎月発行させて頂き、
「第１００号」をむかえました。私たちスタッフは利用してくださるお子さんの成長を共に見守ら
せて頂き、日々驚きや感動を与えて頂いている事に感謝しています。そんな思いや、必要な情報が
広報誌を通して皆様に届くよう、今後も様々な館内でのエピソード・子育て情報・支援館のひろば・
イベントの予定・館長のコラム等…掲載させて頂きたいと思います。今後も「みんなのわ」を愛読
いただけるようおねがい致します。
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サンデーわいわい・ひよこ
（2 か月～おおむね 6 か月）
21 日（10:30～11:00）
（担当：加納）
※内容等は通常のひよこと同じです。

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!」
5 日・12 日・19 日・26 日
（10:00～10:30）
定員 8 組（担当：奥村）
※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!」
3 日・10 日・24 日
（10:00～10:30）
定員 8 組（担当：加納・廣瀬）
※持ち物はありません
うさぎ（おおむね 1 歳児）
「運動遊びを楽しもう!」
4 日①②・18 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）
「ふれあい遊びを楽しもう!」
11 日・25 日
（10:40～11:20）
定員 10 組（担当：佐藤）
※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★
２月

1 日～15 日開催分

２月 17 日～29 日開催分

・・・１月 15 日午前９時より受付開始
・・・２月

１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

なごみひろば

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 1 月 15 日午前９時より受付を開始いたします。（担当：中尾・木田）
3 日「離乳食 12 か月～18 か月頃」

10 日「卒乳・断乳について」

17 日「イヤイヤ期・反抗期の付き合い方」

おはなし会

身体測定

1 日（月）おはなし花かご

24 日（水）13:30～14:30

時間は全て 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

24 日「ママ同士 何でも話そうよ！」

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。

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。

～育ち合い～ 吉
朱

来館されたお父さんと子育てをお話したことでとても印象に残ったお話があります。はじめ
てのお子さんを育てて愛情を感じる思いをお聞きし感動しました。
お父さん 「子どもが出来ると親も変わりますね…」
保育士
「そうですね、子ども中心に生活が変わり、子どもの為に笑いかけたり、お話した
り、いろいろと関わる事が多くなりますね」
お父さん 「自分だけだと、行動に起こしそうにもないことをしたくなる」
保育士
「たとえば、どのような事ですか」
お父さん 「公園に行って日光浴したり、遊んでみたりして外にも出る様になりました」
保育士
「すごいですね、それはお子さんに合わせて行動しているんですね」
お父さん 「子どもが生まれるまでは考えられないことでした、毎日変化があって楽しいです」
保育士
「お子さんからお父さんも学んでいるということですね」
お父さん 「ほんとうに親になることは沢山の勉強が出来ます」
保育士
「そんな気持ちで関わってもらえるお子さんも幸せな事です、成長するに従って又
新しい関わりや発見がありますし、その成長が親子の喜びとなるのでは」
お父さん 「本当にそう思います」
お父さんの気持ちでお子さんのことを思ってもらえることはお子さんだけでなくお母さん
にとっても嬉しいことだと思います。これからいっぽいっぽの確かな成長にお付き合いいた
だき、共に喜び合っていけることでしょう。みんなで応援していきたいです。
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講座は事前のお申し込みが必要です。
お申し込み受付は 1 月 15 日午前 9 時より開始いたします。

講 座

「食育栄養講座」
～幼児期の栄養と食生活のたいせつさ～

13 日（土） 10：00～11：00
★会 場：子育て支援館 多目的室
★講 師：三幣周子（千葉経済大学短期大学部非常勤講師、
植草学園短期大学非常勤講師、管理栄養士）
★参加費：無料
★定 員：15 名
★対 象：乳幼児の食育に興味のある方
★持ち物：なし
※託児は行っておりませんのでご注意ください。

「おうちでできる簡単ヘアカット講座」
20 日（土） 9：50～11：00
★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
※託児は行っておりませんのでご注意ください。

「ボランティア講習会」
13 日（土） 14：00～15：30
★会 場：子育て支援館 多目的室
★講 師：吉田美子（当館館長・保育士）
★対 象：ボランティア活動に興味のある方、これからボランティアを始めたい方等
★定 員：20 名
※託児は行っておりませんのでご注意ください。
ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝﾀｰって？
子育て中のお母さんは日々大忙し、そんな

千葉市子育て支援館
(公社)千葉市民間保育園協議会

お母さんを地域にお住まいの方々が子育てを

千葉市中央区中央 4-5-1 きぼーる 6F

お手伝いしてくれる。それが、ファミリー・

☎

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/

サポート・センター（ファミサポ）です♪
☆登録するには・・・☆
まずは、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。

発行責任者：吉田美子
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