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クローズアップ

子育て支援センター にこにこルーム

「子育て支援センター」紹介

千葉市新宿保育所内に併設されている子育て支援センター
にこにこルームでは、コロナウイルス感染防止対策として現
在、1 日を 3 回の利用に区切り、1 回１時間程度、４組まで
の利用とし、入館時の手指消毒や検温、大人はマスクの着用
をお願いしています。また、子どもについては、同じ空間で
遊ぶことによる刺激の受け合いや成長（友達と同じ遊びをし
たがる・傍に行って一緒に遊ぶ等）を大切にしながらも感染
のリスクをできるだけ少なくするために環境を整えています。
使用した玩具は１回ずつ消毒を行い、保護者の方にも見守り
をお願いしながら濃厚接触をなるべく避け、安心安全に利用
できるようご協力いただいております。
にこにこルームは親子のふれあいの場、交流の場を目的としており、利用者の生活の一部となるよう
努めています。保護者の方同士で悩みを共有したり、先輩ママの経験談を参考にしたりとコンスタント
に利用していただくことで顔見知りも増え、会話をしてストレス発散にもなっているようです。子育て
の喜びと大変さを知っているからこそ、保護者の方同士で助け合い、励まし合う温かい姿があり、素敵
な関係性が築かれていると感じます。また、
「にこにこルームに来ると、家で子どもがよく寝てくれる。」
などという意見もあり、友達や大人と関わり刺激を受けることで頭・心・体をよく動かしているようで
す。利用時間についてもお子さんそれぞれの生活リズムが整う時間帯を見つけて活用していただいてい
ます。
“にこにこルームに来る”ということがお子さんだけでなく保護者の方にとっても楽しい息抜きと
なってくれたら嬉しいです。
にこにこルームは新宿保育所内にあるということで、すぐ隣の部屋では保育所の子ども達が生活し、
遊ぶ姿が見えたり声が聞こえたりします。現在は、室内で保育所
の子と交流する行事は中止していますが、所庭で遊びながら自然
と関わって楽しむ姿も見られます。保育所の子ども達が実際に遊
ぶ姿を見て、“こんな風に遊ぶんだ”“こんなことも出来るんだ”
と気付き、ご家庭で始めるきっかけにもなっています。
遊ぶ場所が欲しい・友達と関わりたい・保護者同士の交流がし
たい・相談したい等お考えの方は、是非一度、にこにこルームの
雰囲気を体験しに来てください。お待ちしております。
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※子育てコンシェルジュ出張相談
～保育園・認定こども園・幼稚園入園について～
予約制 14:15～15:30（お一人様 15 分程度）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！

サンデーひよこ（2 か月〜おおむね 6 か月）
１５日（10:00～10:30）（担当：加納）
※内容等は通常のひよこと同じです。

ひよこ（2 か月～おおむね６か月）
「ふれあい遊びを楽しもう!」
１１日・１８日・２５日
（10:00～10:30）
定員 8 組（担当：黒川）
※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!」
６日・1３日・２０日・2７日
（10:00～10:30）
定員 8 組（担当：廣瀬）
※持ち物はありません
ぱんだ（おおむね 2 歳児以上）

うさぎ（おおむね 1 歳児）
「ふれあい遊びを楽しもう!」
５日①②・1９日①②
（①10:00～10:40②10:50～11:30）
定員 10 組（担当：東原）
※持ち物はありません

「リズム遊びを楽しもう！」

1２日・2６日
（10:00～10:40）
定員 10 組（担当：森田）
※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★
１１月 1１日～1５日開催分・・・１０月 15 日午前 9 時より受付開始
１１月 16 日～30 日開催分・・・ １１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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なごみひろば
毎週水曜日 10:40～11:40

新型コロナウイルス感染防止のため、開館時間や利用
人数を制限させていただきます。内容や定員数の変更、
中止、延期となる可能性がございます。詳しくは㏋・
毎週水曜日 10:00～11:00
Twitter にてご案内いたします。
各回定員 10 名 第 2 のみ 12 名
ご理解いただきますようお願い致します。

各回定員 10 名

「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１0 月 15 日午前９時より受付を開始いたします。
１１日「７か月～１１か月頃のママの集い」

１８日「離乳食 5 か月～6 か月頃」

２５日「イヤイヤ期・反抗期の付き合い方」

※「ひろば」開催中は参加者のみのご利用となります。

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・保育士が、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、☎043-201-6001 まで、どうぞ気軽にお電話ください。

片

今年の夏、支援館では昼間スズムシの鳴き声がホールに響いていました。７月にスズムシ
の赤ちゃんが仲間入りして〝あれ？何だろう？〟〝うわっ！虫だ！無理！〟〝いたいた…ス
ズムシちいさい…〟等々、みなさん怖がりながらも入館されると必ず飼育ケースの中を見て
くれました。〝ナスを食べているね～〟〝ボクは食べない！〟〝大きくなったね〟〝あっ！
キレイな音だねー〟と成長や音に気づき興味津々でした。「うちでも飼ってみたい」と嬉し
い里親の申し出もありました。
自然の音に気づく力は、その環境に近づかないと育ちません。生活環境に自然がないとこ
ろでも、耳をすますと秋を連想させるコオロギなどが街路樹の草むらで鳴いていたりします。
生き物だけでなく葉の散る音や踏みしめる音など、身近な自然にちょっと近づいて遊びの中
から季節を感じるちからをつけてほしいです。

Big ぱんだ ～体を動かして遊ぼう～

1 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：1０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。
お申し込みは１0 月 15 日午前９時より受付を開始いたします。
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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 10 月 15 日午前 9 時より開始いたします

「ベビーマッサージ講座」 連続講座全２回

心理士の講座 ～発達が気になる・育児の困りごと～

①２日（月）②３０日（月）10:30～11:30

21 日（土）10:30～11:30

★会 場：子育て支援館 プレイホール
★講 師：葉月 智子 ★定 員：10 組
★参加費：各回 300 円（全 600 円）
★対 象：3 か月～ハイハイ前ぐらいのお子様と
保護者
★持ち物：バスタオル、替えおむつ、水分等
ビニール袋１枚（おむつ入れ用）
※２日(月)はパッチテストとオイルなしのマッサー
ジ 3０日(月)はオイル付きとなります。

★会
★講
★定
★対

場：子育て支援館 プレイホール
師：山下 しずか（臨床発達心理士）
員：10 組
象：1 歳 6 か月～就学前お子さんの発達
に不安や悩みがある保護者、すでに児童発
達支援を受けているお子さんの保護者
★参加費：300 円 ★持ち物：なし

ママだからできる子どものむし歯予防講座

「子どもの過ごす環境づくり講座」

2７日（金）10：40～11：40

モンテッソーリ教育を取り入れたお部屋づくり

28 日（土）10:30～11:30

★会
★講

場：子育て支援館 プレイホール
師：鶴岡 友恵
（鶴沢歯科クリニック副院長）
★定 員：10 組 ★参加費：300 円
★対 象：0 歳～１歳半までのお子様と保護者
★持ち物：なし

★会 場：子育て支援館 プレイホール
★講 師：藤原 一美
★参加費：300 円 ★定 員：10 組
★対 象：マタニティ～1 歳半くらいまで
★持ち物：なし

※「講座」開催中は参加者のみのご利用となります。
ボランティア講習会
18
日（金）10:40～11:40
７日（土）14:00～15：00
★会

育児サークル講習会
16 日（月）10:00～11：00

場：子育て支援館 多目的室
（密にならないよう実施します）

★会 場：子育て支援館 多目的室
（密にならないよう実施します）

★講 師：片岡 敏子（当館館長・保育士）
★定 員：8 組（事前申込制・先着順）
★対 象：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。

★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：育児サークルの方、これからサークル
を立ち上げたい方、子育て支援関係者等
✿今月は１歳児向けのふれあい遊び等を
ご紹介します！

【お知らせ】

・新型コロナウイルス感染拡大予防の為、１１月のおはなし会は中止致します。
・身体測定は随時受け付けておりますのでお気軽にお声かけください。
・11 月中は「ゆずりあい月間」とし、常時ゆずりあいコーナーを設置致します。
（詳しくはスタッフまで）

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
twitter：QＲコード
HP www.kosodateshien.or.jp/
発行責任者：片岡敏子

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。 ☏

043-201-6571
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