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「講座等の
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千葉市子育て支援館 館長
2021 年度アンケート
片岡
敏子②
「支援館アンケート」より

・HP、ツイッターがとても便利でありがたいです ・入場制限が分かりやすいです ・スケジュールが前
より見やすくなりました ・コロナの状況に応じて変更や中止があり安心しています ・見やすく予約も
しやすいです

⇨いつもご利用ありがとうございます。今後も HP や Twitter 等の使いやすさを考えて、情報提供を行います。
・講座やイベントが無くなり寂しいが、たっぷり遊べるので助かります

⇨「イベント・講座・各ひろば」については、コロナ感染拡大状況等をみて、オンラインまたは対面で実施致し
ます。ご利用者が選び、安全に参加できる方法を検討しますので、ご理解ください。
・乳児室を使えるようにしてほしい

⇨当館は窓の開閉をして換気が出来ない施設です。乳児室（ハイハイまでのお子様が使用対象）も同様の
ためサークルを設置してドアを開放できるよう準備しています。感染状況を考慮し入室組数の制限等をお
願いすると思います。ご理解ご協力をお願いします。
・スタッフといつ話していいのか分からない

⇨子育ての悩みを誰かに話したい時がありますよね。近くにいるスタッフに話しかけられない時などは、ぜひ事
務室にいるスタッフにもお声がけください。また相談事業として保育士・看護師・臨床発達心理士・アレ
ルギー相談員のご案内ができます。 事前予約できますので、気軽にお問合せください。
「講座等のアンケート」より
①産後の体づくりエクササイズ講座

★産後、骨盤のゆがみに悩んでいたのですが、エクササイズをして身体の

変化をすごく感じました。毎日続けようと思います

★家でも少しずつ取り入れます

②手作りおもちゃ講座 ★家庭で遊べるおもちゃが作れてよかった ★身近な物で作れて遊べて楽しかった
③ベビーマッサージ講座（リモート含む） ★アットホームな雰囲気で初めてマッサージを体験できてよかった
★コロナ予防のためにもリモートでの講座でとても助かりました ★楽しかったです
④子育てひろば・育児サークル講習会

★幅広い年齢層で対応できるものをご紹介いただきありがとうござい

ました ★家ではやったことのない遊びができて楽しかったです ★色々な遊びが知れてよかったです
⑤子育て支援研修

★家で遊べる方法を教えてもらえてよかった

★同じ年齢でも発達の差があることを具体

的に教えてくれて、これからの子どものことにどう対応すればいいのか心の準備ができました

★育児につい

てのお話がとても為になりました

⇨いつもアンケートにご協力いただきありがとうございます。上記の講座以外でも、たくさんの感想ご意見
を頂いております。「感想・ご意見・今後、取り上げて欲しいテーマ」の記述内容を参考に今年度の実
施計画を検討いたしました。ご参加を心よりお待ちしております。
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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）予約時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！

サンデーりす（おおむね 7 か月～11 か月）
17 日（10:00～10:30）
（担当：黒川）
※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!」
6 日・13 日・20 日・27 日
（10:00～10:30）
定員 6 組＋プレパパママ 2 組（担当：加納）

りす（おおむね７か月～11 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 6 組（担当：森田）

小うさぎ（おおむね 1 歳～1 歳 4 か月）
ぱんだ（おおむね 2 歳以上）
うさぎ（おおむね 1 歳 5 か月～1 歳 11 か月）
「体を動かして遊ぼう!」
「リズム遊びを楽しもう!」
14 日・28 日
7 日 小うさぎ① うさぎ②
（10:00～10:40）
21 日 うさぎ① 小うさぎ②
定員 6 組（担当：東原）
（①10:00～10:40②10:50～11:30）
定員 6 組（担当：松本） ※「ひろば」開催中は参加者のみのご利用となります。

★わいわいひろばのお申込みについて★
4 月 1 日～15 日開催分・・・3 月 16 日午前 9 時より受付開始
4 月 16 日～30 日開催分・・・4 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 10:40～11:40
各回定員 6 名（お子様の人数は含みません）

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 3 月 16 日午前９時より受付を開始いたします。
6 日「パパとの子育て」

13 日「イヤイヤ期・反抗期の付き合い方」

20 日「離乳食 12 か月～18 か月頃」

27 日 「離乳食始める前」

※「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。

～こころの疲れ～

片

春は出会いと別れの季節…ワクワク、ドキドキすることが多い季節ですね。この
時期は、入園準備などに追われ疲労が蓄積しはじめ、入園式や入学式で緊張
がピークに達することから大人も子どもも体調を崩すことが多いようです。身体の
不調は気持ちにも影響するので、早めに休養を取り長引かせないように気をつけ
たいですね。例えば、すぐに泣く、だだこね、無気力、今まで自分でしていたのに甘
えて親にしてもらいたがる、登園等を嫌がるなどの姿がみられたら心の疲れのサイ
ンかもしれません。スキンシップを増やし、ゆっくり話を聴いて思いを受け止め、新生
活のつまずきの元にならないようにしてあげたいですね。このような時は、お子さんの
赤ちゃんだった頃の話をたくさんしてあげるのも良いと思います。少しずつ成長して
きたこと、色々な事を頑張ってきたこと、元気に育ってくれていることに感謝の気
持ちでいっぱいであることを…お子さんの心に届くように、親自身の言葉で伝えら
れると良いと思います。
子育てひろば
18 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）
★定 員：6 組（事前予約制・先着順）
★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
✿今月は 0 歳児向けの遊びをご紹介します！
※お申し込みは窓口、電話、㏋にて 3 月 16 日午前９時より受付を開始いたします。

※「ひろば」開催中は参加者のみのご利用となります。
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講

講座は事前のお申し込みが必要です。
お申し込み受付は 3 月 16 日午前 9 時より開始いたします

座

ベビーマッサージ講座

連続 2 回講座

①4 日(月)②11 日(月) 10：35 開場 10:45～11:30
★会

場：子育て支援館 プレイホール

★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～ハイハイ前くらいのお子様と保護者

★参加費：各回 300 円(全 600 円)

★持ち物：①バスタオル②飲み物(親子とも)
※4 日(月)はパッチテストとオイルなしのマッサージ、11 日(月)はオイルつきとなります。動きやすい服装
でお越し下さい。

【オンライン】子どもの過ごす環境づくり講座
～モンテッソリー教育を取り入れたお部屋づくり講座～
16 日 (土) 10:40～11:40
★講

師： 藤原 一美

★定 員：8 組

★対 象：マタニティ～1 歳半位まで
※こちらの講座は「Zoom」を用いたオンライン開催です。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 。
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。

ママだからできる子どものむし歯予防講座
25 日(月) 10:30 開場 10：40～11：40
★会

場：子育て支援館 プレイホール

★定

員：8 組 ★参加費：300 円

★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：なし

※プレイホールが会場の「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。
・講座開催日のプレイホールのご利用は講座開始の 10 分前までとさせていただきます。
・閉館間際の受付は、閉館時刻の 20 分前までとさせていただきます。
・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。

ちばしファミリー・サポート・センター

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

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・

☎043-201-6000（代表）
043-201-6001（相談）
043-201-6003（fax）
✉ 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（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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