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「千葉おもちゃ病院」の活動と紹介

千葉おもちゃ病院 ドクター

安藤 潤一

子どもたちが大好きなおもちゃ、楽しく遊べますが壊れる
と困りますね。そんな時どうしますか？「新しく買えばいい」
と言う人も多いかと思います。しかし、直せばまた遊べるの
にもったいないですし、愛情あるおもちゃが捨てられてしま
うのはかわいそうですよ。そこでそういう時は「おもちゃ病
院」へ持って来ませんか？
「千葉おもちゃ病院」では、おもちゃドクターが待っていて、持って来てくれた
壊れたおもちゃを直しています。子育て支援館にあるおもちゃも壊れた時には直し
ています。 「千葉おもちゃ病院」は、きぼーる３Ｆの子ども交流館で、毎月第３
土曜日１０時から開いています。ドクターは皆、日本おもちゃ病院協会会員で、養
成講座を受講して基礎的な技術を身につけ、修理を行っています。おもちゃの修理
を通して子どもたちに「ものを大切にする心」を教え、且つボランティア活動を通
じ社会に貢献することを目的としています。ボランティア活動ですので、修理作業
費はかかりませんが、部品を交換した場合は部品の実費のみいただいています。
おもちゃ病院には、いろいろな種類のおもちゃの修理依頼がきます。最近の例を
挙げると、プラレール・ラジコン自動車・動く犬のぬいぐるみ・おしゃべりするぬ
いぐるみ・赤ちゃん用メリーゴーラウンド・音と光のでる銃・おもちゃの電子ピアノ・木馬・音の出る
教育絵本・クレーンゲーム・等々、キリがありません。また古いおもちゃもあって、おばあちゃんが孫
にあげようと自分が昔遊んだおもちゃを出してみたが動かない、ということもあり
ました。
ドクターは診断して、壊れたところを直します。交換部品が有れば新しいものに
替え、無ければプラスチック片や金属板で部品を作ることもあります。
しかし、ＩC（電子基板）が壊れている場合は、直し様がなく、修理不能です。ま
た、壊れ方がひどくて、修理ができないこともあります。
ドクターは皆おもちゃの修理が好きで、楽しんでやっています。直ったおもちゃ
を見たお子さんばかりか、おとうさん・おかあさん、おじいちゃん・おばあちゃん
にも喜んでいただき、感謝していただくことも多く、こういう時こそドクターとし
ても嬉しく、やりがいを感じます。
皆さん、是非壊れたおもちゃを持っておもちゃ病院へ来てください。ドクター
一同、楽しみに待っています。
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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㏋・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
でお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）
19 日（10:00～10:30）
（担当：森田）
※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!」
1 日・８日・1５日・2２日
（10:00～10:30）
定員 8 組（担当：吉村）
※持ち物はありません
小うさぎ（おおむね 1 歳～1 歳 4 か月）
※持ち物はありません
うさぎ（おおむね
1 歳 5 か月～1 歳 11 か月）
「リズム遊びを楽しもう!」
2 日①小うさぎ②うさぎ
16 日①うさぎ②小うさぎ
（①10:00～10:40②10:50～11:30）
定員 8 組（担当：松本）
※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!」
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
ぱんだ（おおむね 2 歳以上）
「つくってあそぼう！」

9 日・23 日
（10:00～10:40）
定員 8 組（担当：東原）
※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★
12 月 1１日～15 日開催分・・・11 月 15 日午前 9 時より受付開始
12 月 16 日～27 日開催分・・・12 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 10:40～11:40
各回定員 8 名（お子様の人数は含まれません）

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。
お申し込みは窓口、電話、㏋にて 11 月 15 日午前９時より受付を開始いたします。
1 日「離乳食始める前」

８日「ワンオペ育児を語ろう」

15 日「離乳食 12 か月～18 か月頃」

オンライン＆対面

なごみひろば

22 日「40 代ママの集い」

「語ろう！双子・三つ子の子育て」
12 日（日）10：40～11：40

※オンラインを希望の方は「予定カレンダー」よりお申し込みください。
「ZOOM」を用いたオンラインひ
ろばに参加可能な環境のある方（参加者同士の顔が見える・会話が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。
※対面（支援館に来館）をご希望の方は、電話・窓口・㏋よりお申し込みください。

※「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。育児・保健相談では看護師・保育士が、心理・発達相談では臨
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。

思い出の絵本

片

保育園に通いはじめ、新しい環境に馴染めず親子でずっと悩んでいたという、あるお母さんの
お話です。初めての絵本貸し出し日のことでした。少しドキドキしながら、親子で借りる絵本を
探していた時、絵本ラックに自分が子どもの頃に大好きだった『ぐりとぐら』を見つけました。
「なつかしい…幼稚園の時、よく読み聞かせしてもらったなぁ…」と誰に言うでもなく発した言
葉に、「私も子どもの頃から大好きでした！クラスの子どもたちも大好きで、よく読み聞かせを
します。みんなが優しい気持ちになって…いいですよね…」と先生が言ってくれました。その時から
保育園にも先生にも一気に親近感がわいて好きな絵本の話で盛り上がりました。それまでは
何を話していいか分からず、先生とも挨拶しかできない日々でしたが、構えずに心身の力を抜
いて自然体で話すことが出来ました。気づいたらお子さんも楽しく遊んでいて、周りに壁を作
っていたのは自分だったことに気づいたそうです。心に残る絵本の力ってすごいですね。これから
も沢山の良い絵本に出会ってほしいと思いました。

お父さんと遊ぼう！！

５日（日）10:00～10:40

★会 場：子育て支援館 プレイホール
★対 象：生後 2 か月～おおむね６か月のお子様とお父様
★定 員：8 組
※申し込みは 11 月 15 日(月)午前 9 時より電話・HP・窓口にて
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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 11 月 15 日午前 9 時より開始いたします

講 座

産後の体づくりエクササイズ講座

助産師による～骨盤調整講座～

３日（金）10：30 開場 10：40～11：40

10 日（金）10：30 開場 10:40～11:40

★会
★講

場：子育て支援館 プレイホール
師：高橋 美樹（理学療法士・ピラティス
インストラクター）
★対 象：生後 1 歳までのお子様とお母様
★定 員：8 組
★参加費：300 円
★持ち物：バスタオル 2 枚、替えおむつ、水分
※動きやすい服装でお越し下さい

★会 場：子育て支援館 プレイホール
★講 師：小林 昌代（若草助産院助産師）
★対 象：骨盤のゆがみが気になる方
★定 員：8 組
★参加費：300 円
★持ち物：なし
※動きやすい服装でお越し下さい

手作りおもちゃ講座～サンタブーツとすぐできるゲームを作ろう！～
25 日（土）10：30 開場 10:40～11:40
★会 場：子育て支援館 プレイホール
★講 師：関 美代子（保育士・おもちゃインストラクター）
★対 象：子育て中の方、子育てに関わっている方
★定 員：8 組
★参加費：300 円
★持ち物：なし

子育てひろば

20 日（月）10:00～10：40

★会 場：子育て支援館 プレイホール
★講 師：廣瀬 万穂（当館副館長・保育士）
★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
★定 員：8 組
✿今月は 0.1 歳児向けの遊びをご紹介します！

※「講座」開催中は参加者のみのご利用となります。
【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。
・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。
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）

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・・・☆

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

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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