2021 年１１月号
（第 169 号）

クローズアップ
子育てひろば・いなげ

稲毛区地域子育て支援拠点事業施設

「子育て支援センター」紹介
「子育てひろば・いなげ」は JR 稲毛駅から徒歩 3 分、稲毛
保育園の 2 階にあります。保育園内で遊ぶ子ども達の元気な
声でのお出迎えです。現在は、コロナウイルス感染防止対策
の為、入館時の手指消毒や検温、大人はマスクの着用、ひろ
ば内は定員６組 12 名、園庭開放は 10 組 20 名まで、利用
時間も上限 1 時間とご協力を頂いています。
子育てひろば・いなげでは、子育て親子の交流や育児相談
はもちろんのこと、季節の歌を一緒に聞いたり、「わくわく
ひろば」という時間に親子で制作を楽しんだりすることが出
来ます。先輩ママさん達のいる「ひろば」ですから、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、通い続けている内に新米ママさん達もいつの間にか旧知の仲のようになり、我が子の事のように
成長を一緒に喜んでいる姿は交流の場ならではの光景だと思います。また、ひろばを利用していただく
ことで、つい子育てに追われて“季節感”を忘れてしまっていたとママさん達にも心のゆとりの場となっ
ているようです。
保育園内にひろばはありますので、園庭では桜の花びらを使った遊び、泥水遊び、キンモクセイの香り
に誘われながらの落ち葉拾い、霜がおりても広い園庭を走り回ってと四季折々の遊びが体験出来ます。
（土曜日も園庭を開放していますので、ママさんが家事の間にパパさんも是非遊びに来てください。）
その他、講師の先生をお迎えしての予約制育児講座
（おはなし会・リトミック・ベビーヨガ・骨盤体操・育児相
談会・子育て座談会）も開催しております。お子さんも笑顔
で参加の講座ですが、何よりママさん達のリフレッシュに
大人気です。
どんな時にもお子さん達の成長に寄り添い、見守り、保護
者の方と一緒に居心地の良い場所でありたいと努めており
ます。
お子さん同士の触れ合いに、大人同士の交流に、是非「子
育てひろば・いなげ」に遊びにきてください。

子育てひろば・いなげ 稲毛区小仲台 2-10-1
（稲毛保育園内） TEL043-251-8190
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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。３歳以上の方はマスク着用をお願い致します。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 HP・
Twitter にてご案内致します。ご理解いただきますようお願い致します。
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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
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！

わいわいひろば

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

新型コロナウイルス感染拡大
予防の為「わいわいひろば」は
中止致します。再開する場合
は Hｐ・Twitter にてお知らせい
★わいわいひろばのお申込みについて★
たします。
ひよこ（2 か月～おおむね６か月）
「ふれあい遊びを楽しもう!」
3 日・1０日・17 日・24 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!」
5 日・12 日・19 日・26 日
（10:00～10:30）
定員 8 組（担当：松本）
※持ち物はありません

小うさぎ（1 歳～1 歳 4 か月）
うさぎ（1 歳 5 か月～1 歳 11 か月）
「ふれあい遊びを楽しもう!」
4 日 ①小うさぎ ②うさぎ
18 日 ①うさぎ ②小うさぎ
（①10:00～10:40 ②10:50～11:30）
定員 10 組（担当：東原）

ぱんだ（おおむね 2 歳児以上）
「リズム遊びを楽しもう！」

11 日・25 日
（10:00～10:40）
定員 10 組（担当：森田）
※持ち物はありません

11 月１日～15 日開催分・・・10 月 15 日午前 9 時より受付開始
※持ち物はありません

11 月 16 日～30 日開催分・・・11 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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リモートなごみ

毎週水曜日 １０：４０～１１：４０
各回定員 8 組

事前予約制となっております。今月のなごみはリモート開催です。「Zoom」を用いたオンライン講座
に参加可能な環境のある方（参加者同士の顔が見える・会話できる環境の準備をお願い致します）がご
参加いただけます。
※お申し込みは、当館 HP の「予定カレンダー」より行ってください。
10 月 15 日午前９時より受付を開始いたします。
3 日「働いているママの集い」

10 日「7 か月～11 か月頃までのママの集い」

17 日「離乳食 5 か月～6 か月頃」

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。

子どもの思い

片

館長コラム

あるお母さんが 4 月に入園したお子さんのエピソードと、その時の気持ちをお話してくれま
した。ある朝「ママーいってきます！」と登園バスに乗り込み、帰りのバスから降りてきた時に
「ただいま！おかあさん！あのね、おっきくなったからおかあさんって言うね！」と少し緊張した面
持ちで言ったので、お母さんはお子さんの急な成長を感じ驚いたけれど平静を装い「はい！」と
返事をしたら、側で見ていた付き添いの先生が、ママの呼び方について話し合っていた子ど
もたちの様子をそっと教えてくれたそうです。先生は、親が〝園での子どもの世界〟を知るこ
とができる大切な存在だと実感したこと、もっと園と保護者の連携、信頼関係を大切にし
ていきたいと思ったことを教えてくれました。集団生活の見えない部分や子育ての心配事は
たくさんあると思います。大切なお子さんの思いを受け止めていけるように周囲からの情報も
手掛かりにしつつ、お子さんとの日々の会話を楽しんでいただけたらと思います。

リモート講習会
事前予約制となっております。今月のボランティア講習会・育児サークル講習会はリモート開催で
す。
「Zoom」を用いたオンライン講座に参加可能な環境のある方（参加者同士の顔が見える・会話
できる環境の準備をお願い致します）がご参加いただけます。
※お申し込みは、当館 HP の「予定カレンダー」より行ってください。10 月 15 日午前９時より
受付を開始いたします。

【リモート】育児サークル講習会
15 日(月）10:00～11：10

【リモート】ボランティア講習会
6 日(土）14:00～15：30
★講
★定
★対

師：片岡 敏子（当館館長・保育士）
員：10 組（事前申込制・先着順）
象：地域の子育て支援に興味のある方

★講 師：廣瀬 万穂（当館副館長・保育士）
★定 員：10 組（事前申込制・先着順）
★対 象：育児サークルの方、サークルを立ち
上げようと考えている方、子育て支
援に関わっている方
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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 10 月 15 日午前 9 時より開始いたします。
（お申し込みは、当館 HP の「予定カレンダー」より）

リモート講座

今月の講座はリモート開催です。
「Zoom」を用いたオンライン講座に参加可能な環境のある方（参加
者同士の顔が見える・会話できる環境の準備をお願い致します）がご参加いただけます。

【リモート】ベビーマッサージ講座

【リモート】心理士による講座

22 日（月）10:45～11:30

～発達が気になる育児の困り事～

20 日（土）10:40～11:40
★講 師：山下 しずか（臨床発達心理士）
★定 員：8 組
★対 象：就学前のお子様と保護者
※お申し込みは、当館㏋の「予定カレンダー」よ
り行ってください。

【リモート】
ママだからできる子どものむし歯予防講座
26 日（金） 10：40～11：40
★講 師：鶴岡 友恵（鶴沢歯科クリニック副院長）
★定 員：10 組
★対 象：0 歳から１歳半までのお子様と保護者
※お申し込みは、当館㏋の「予定カレンダー」よ
り行ってください。

★講

師：加納 理恵（保育士・JAHA 認定ベビー
チャクラマッサージインストラクター）
★定 員：８組
★対 象：３か月～ハイハイ前ぐらいのお子様と保護者

29 日（月）10:45～11:30
★講

師：東原 直美（保育士・JAHA 認定ベビー
チャクラマッサージインストラクター）
★定 員：８組
★対 象：３か月～ハイハイ前ぐらいのお子様と保護者
※お申し込みは、当館㏋の
「予定カレンダー」より
行ってください。
22 日 29 日
両日申し込み不可

【リモート】子どもの過ごす環境づくり講座
～モンテッソーリ教育を取り入れたお部屋づくり講座～

27 日（土） 10：40～11：40
★講 師：藤原 一美
★定 員：10 組 ★対 象：マタニティ～1 歳半くらいまで
※お申し込みは、当館㏋の「予定カレンダー」より行ってください。

【リモート】子育て支援研修

～五感を刺激する遊びの大切さ～
28 日（日）10:40～11:40

★講 師：佐藤 朱美（保育士）片岡敏子（保育士）
★定 員：10 組
★対 象：子育て中の保護者、子育て支援に関わっている方等
※お申し込みは、当館㏋の「予定カレンダー」より行ってください。

【お知らせ】感染状況により制限内容が変わることがあります。ご利用の際は Hｐ・Twitter
お電話にてご確認ください。
千葉市子育て支援館
(公社)千葉市民間保育園協議会

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。

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

問い合わせ：ちばしファミリー・サポートセンター

☎ 043-201-6571
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