
　　　　　　　　　　　対象；就学前の子どもとその保護者　▲未就園児とその保護者対象、★妊婦さん参加可

※各サークル等の日程は変更することもあります ◎のお問合せは千葉市社会福祉協議会若葉区事務所℡：２３３－８１８１まで。　　　　

日 曜 時間 予約料金 内容・他 主催・問い合わせ先・場所

園庭開放 不要無料 保育所のお庭で遊べます 千葉市立の保育所どこでも、要事前連絡

１０：００～１６：００千城台・子育てリラックス館 不要無料 つどいの場、相談・援助 千城台北1-29-9　　℡：２３６－６６６２

１０：００～１６：００都賀駅前・子育てリラックス館 不要無料 つどいの場、相談・援助 西都賀3-2-8M-G-Oﾋﾞﾙ1F　℡：２５１－３６０６　

９：００～１２：００・１４：００～１６：００みつわ台保育園 地域子育て支援センター

９：００～１２：００ （みつわ台保育園内）℡：２５５-７０４３

℡：０４３－２３９－２６５１（20名まで）

教育実習センター「こいっくおぐ」 祝祭日休み　　若葉区小倉町1639-3　

１０：００～１４：００ 不要 200
はらっぱ隣接の子育てひろ
ば　ｺｰﾋｰﾌﾞﾚｲｸ付

NPO法人こどもユニットＷakaba ℡：232-0045
*：chibaw@yahoo.co.jp

１０：００～１７：００こどもたちの森公園（小学生もＯＫ） 不要無料 プレーパーク NPOﾌﾟﾚｲﾌﾙｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞわかば　℡：254-2328

１０：００～ ふたば・こどもたちの森公園 不要無料 未就園児と保護者の集い NPOﾌﾟﾚｲﾌﾙｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞわかば　℡：254-2328

１０：００～昼すぎ 要 外遊び　散歩　青空保育 場所などはブログhttp://nijiirokai.blog.fc2.com

１０：００～１４：００ 不要 200 居場所の提供　外遊び 小倉町４７７－４ 小島℡：090-7188-4882

１５：３０～１６：００おはなし会（３歳児～小学生） 不要無料 保護者の方もどうぞ 若葉図書館　こどもしつに10分前　℡：237-9361

1 日 １０：３０～１２：００自然観察会（楽しもう！草花遊び） 不要無料 動きやす服､帽子､長靴で 大草谷津田いきものの里（入口広場集合）

2 月 ９：００～１６：００ CHI-PAPAAのおしゃべりひろば 不要無料 自由遊び　０歳からＯＫ 若葉保健福祉ｾﾝﾀｰ3F　小島℡：090-7188-4882

2 月 １０：００～１２：００子育てサロン「なかよしｻﾛﾝ」▲◎ 不要無料 情報交換、楽しい遊びなど 社協結・みつわ台地区部会（みつわ台公民館）

2 月 １０：００～１１：００Sweet Space ヨガ（千城台公民館） 要 千円 子連れヨガ、ママヨガ *:sweet_space@hotmail.com ℡:242-8877

3,10 火 １０：００～１２：００「ベビちゃんタイム」(０歳児優先）▲ 不要無料 親子で自由に交流 千城台・子育てリラックス館　℡：２３６-６６６２

4 水 １０：３０～１２：００ﾌﾟﾚｼｬｽﾀｲﾑ千城台お昼寝ｱｰﾄ撮影 要 100 千城台ｺﾐｭﾆﾃｨ３階和室 *：nasa0516sana@yahoo.co.jp　　facebookでも

5 木 １０：３０～１２：００たんぽぽの会若葉（ダウン症児） 不要無料 母子交流・計測・情報交換 若葉保健福祉センター2階　℡：２３３-８１９１

6 金 １０：００～ 「保育園選び」 要 無料 千城台ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰにて 千城台・子育てリラックス館　℡：２３６-６６６２

6 金 １０：００～１４：００【つNAがRUマルシェ】 不要 詳細TSUGAnoわfacebook TSUGAnoわ　　西都賀3-17-11

8 日 １０：００～１６：００ﾌﾟﾚｰﾊﾟｰｸわくわくの森おなりだい 不要無料 御成台公園 https://www.facebook.com/wakumori.onaridai/

9 月 １０：００～１２：００子育てｻｰｸﾙころころ　ベビークラス 要 500 ふれあい・からだ遊び等 【TSUGAnoわ】にて℡：080-4615-0903（高橋）

10 火 １０：３０～１２：００らみいﾅｰｻﾘｰ★（都賀キリスト教会） 不要 100 作って遊ぼう②＆お茶会 西都賀4-1-13　℡：２８４－２１９６

10 火 １１：００～１４：００スペシャルふたば▲ 不要 300 参加電話頂くと助かります こどもたちの森公園　℡：２５４-２３２８

11,25 水 １５：００～１５：４０お話し会（３歳～小学生） 不要無料 読み聞かせ 若葉図書館西都賀分館　℡：２５４－８６８１

11 水 １０：００～１０：３０わらべうたの会（1､２歳児と保護者 不要無料 手遊び、読み聞かせも 若葉図書館２階おはなしの部屋　℡：237-9361

11 水 １０：００～１１：３０子育てサロン「ひなた」 要 無料 お話、体操、ｴﾌﾟﾛﾝｼｱﾀｰ等 社協都賀地区部会（若葉保健福祉センター）

11 水 １０：００～１１：３０泉サークル 野呂保育所 不要無料 保健師相談・母子交流 健康課すこやか親子班　℡：２３３-８１９1

11 水 １０：００～１２：００子育てｻｰｸﾙころころ　キッズクラス 要 500 ふれあい・からだ遊び等 【TSUGAnoわ】にて℡：080-4615-0904（高橋）

11 水 １０：３０～ 「ファミリー水曜大工」 要 無料 千城台自治会館 千城台・子育てリラックス館　℡：２３６-６６６２

12 木 １０：３０～１２：００子育てサロン「なかよし」▲◎ 不要無料 季節ごとの楽しいイベント 社協加曾利地区部会（加曾利公民館２階和室）

12 木 １０：３０～１２：００育児サークル双葉（多胎児）★ 不要無料 母子交流・自由遊び 若葉保健福祉センター2階　℡：２３３-８１９１

12 木 １０：３０～１２：００子育てサロン「ちゃいるど」▲◎ 不要無料 交流､情報交換､絵本､工作 保健師参加　社協26地区部会大宮台自治会館　

13 金 １０：００～１４：００ワンコインカフェ（スイーツ付材別） 要 500 ﾛｰｽﾞｳｨﾝﾄﾞｳのﾓﾋﾞｰﾙ こどもユニットWakaba　*：chibaw@yahoo.co.jp

14 土 １１：００～１１：３０おはなし会（小さなお子様も大丈夫）不要無料 ３歳児～小学生まで 白井公民館講習室にて　若葉図書館泉分館

15 日 １０：３０～１２：００自然観察会（ 夏の谷津田はムシ天国 ）不要無料 動きやす服､帽子､長靴で 大草谷津田いきものの里（入口広場集合）

17 火 １０：００～１１：３０あそぼう会 更科保育所 不要無料 計測・母子交流 健康課すこやか親子班　℡：２３３-８１９1

17 火 １０：００～１２：００母乳育児支援　ラ･レーチェ･ﾘｰｸﾞ★不要無料 愛情を持って少しずつ 若葉保健福祉ｾﾝﾀｰ4階 http://www.llljapan.org/

17 火 １１：００～１２：００「ねんねアート」 不要無料 赤ちゃんの寝相アート 千城台・子育てリラックス館　℡：２３６-６６６２

19 木 １０：００～１２：００子育てママのおしゃべりタイム★ 不要無料 おしゃべり、相談、遊び 桜木公民館　℡：２３４-１１７１

19 木 １０：３０～１２：００ぶらんこクラブ（初めての方要連絡 要 無料 親子遊び、おもちゃ作り等 旭ヶ丘母子ホーム℡：２３１－４８２３

21 土 １０：００～１５：００子どもｶﾌｪ・ﾊｯｸﾍﾞﾘｰ小学生対象 不要 100 持：米1合　未満保護者同伴小倉町CHIPAPPA　小島℡：090-7188-4882

22 日 １０：００～１４：００第18回　わかば子育てフォーラム 不要無料 CBTこどものまち同時開催 植草大学にて

22 日 １０：００～１５：００CBTこどものまち 不要 300 植草大学にて

23 月 １０：３０～１２：００子育てサロン「ととけっこ～」▲◎ 不要無料 わらべうた、絵本、工作等 社協桜木地区部会（桜木公民館）

24 火 １０：１５～１１：３０子育てサークルぴーなっつ▲◎ 要 100 季節ごとの楽しいイベント 社協小倉地区部会（若松公民館）

25 水 １０：００～１１：００もりのひろば わかたけ若竹保育園 要 2 ふれあいあそび、散歩等 １週間前1時半～予約受付　℡：２３１－２１１４

26 木 １１：３０～１１：５０「お話しでてこい」 不要無料 わらべうた、読み聞かせ 千城台・子育てリラックス館　℡：２３６-６６６２

26 木 １０：００～１２：００子育てママのおしゃべりタイム★ 不要無料 おしゃべり、遊び、相談 みつわ台公民館　℡：２５４-８４５８

27 金 １０：００～１２：００子育てサロン「なかよしｻﾛﾝ」▲◎ 不要無料 情報交換、楽しい遊びなど （ｴｽﾃ・ｽｸｴｱ管理棟）社協結みつわ台地区部会

28 土 １４：００～１４：３０おはなし会（３歳児～小学生） 不要無料 保護者の方もどうぞ 若葉図書館　こどもしつに10分前　℡：237-9361

29 日 １１：３０～１５：３０サンサンゴーゴーあそぼうズ　 要 600
自然・あそび体験
「流しそうめん＆水遊び」

NPO法人こどもユニットＷakaba
 *：chibaw@yahoo.co.jp　℡：232-0045

30 月 １０：３０～ CHI-PAPPAほっとけーき　ﾘｽﾞﾑ遊び 要 600 若葉保健福祉センター３Ｆ （１歳半～）*：taeko_xmas@t.vodafone.ne.jp

※各サークル等の日程は変更することもあります
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金

ぶらっとよってね
「はっぱのおうちwithおそと」

子育てひろばＣＨＩ－ＰＡＰＰＡ

青空保育サークルにじいろ会

月～金

親子で来室し自由に遊ぶ
初回無料こいっくきっぷ要

９：３０～１２：００

不要

植草学園大学子育て支援

いっしょに遊びながら楽しく
交流する場、情報、相談

無料

不要

子育てひろば・みつわ台
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女性のための子育て講座 「成長が楽しみになる！イ

ヤイヤ期」９月６日・１３日・２０日（木）１０：００～１２：００   

千葉市男女共同参画センター 研修室 

無料 定員：１２名（抽選）２歳前後を子育て中の方    

託児有り（１歳半～就学前）託児締切８月２３日 

メール・FAX・往復はがき・窓口で申込み 

お問合せ：千葉市男女共同参画センター 

℡：０４３－２０９－８７７１  

親子アニメ 日本の昔ばなし 「織姫と彦星」 他3話 

せなせいこ おばけビデオ「ばけものづかい」他2話せ 

７月１４日（土）①１０：００～ ②１４：００～ 

無料 千葉市生涯学習センターＢ１Ｆ 

当日３０分前から各回先着６５名に整理券を配布 

お問合せ 生涯学習センター℡：２０７－５８２０  

若葉区以外の情報もあります 

発行人 ＮＰＯ法人こどもユニットＷａｋａｂａ   
事務所 〒264-0021 千葉市若葉区若松町３７９ 

TEL&FAX 043-232-0045 メール chibaw@yahoo.co.jp 

   ブログ http://blog.canpan.info/k_unit_wakaba 

フェイスブック http://www.facebook.com/kuwakaba 

メールください 
子育て支援情報、 

イベント情報等 

         

ブログで、○○ほっぺを毎月配信中（PDFﾌｧｲﾙ） 

千葉市動物公園（休園・毎週水曜日） 
風太１５歳誕生祭 小動物ゾーン レッサーパンダ前      

５日（木）１０：３０～１５：００ 

風太１５歳を祝う記念式典  ８日（日）１１：００～１２：００ 

「絵本のお話し会」 動物科学館の２階 図書室 

毎週土曜日   １１：３０～１２：００ 

あいらぶ語り紙芝居 動物科学館１階レクチャーﾙｰﾑ 

１５日（日）１１：３０～１２：００、１３：３０～１４：００ 

ＺＯＯボラ・クイズDEガイド ﾓﾝｷｰｿﾞｰﾝ・ﾜｵｷﾂﾈｻﾞﾙ前 

８日・２１日（日）１１：００～１２：００、１３：００～１４：００ 

夏の星空ＢＢＱ  ふれあい動物の里 ＢＢＱ会場 

２１・２８日（土）・２２・２９日（日） １８：００～２１：３０ 

みんな集まれ!子ども動物園２２日（日）１４：３０～１５：００ 

   

わらべうたと絵本の会  ７月１３日（金） 
１歳児と保護者 １０：００～１０：３０ 
２歳児と保護者 １１：００～１１：３０ 
無料 各回15組 当日直接会場へ 先着順  

生涯学習センター地下１階スタジオ  
 ℡：０４３－２０７－５８２０ 

親子deもぐもぐおやつとＡＢＣ 2018 ７月１２日、９
月１３日、１０月１１日（木）１０：００～１２：００  定員１２組  
※希望日を選択、各回開催日の7日前まで受付（先着順）  
対象未就園児（１歳半～３歳）と保護者 １組２５００円※
子ども１名追加につき＋５００円  生涯学習センター食
文化研修室 申込み：NPO法人ハグミイ 
nfo@hugmejp.com  問い合わせ ０９０－４１３１－３４６１ 

親子deクラシックコンサート ～0歳から楽しめる素敵な
音楽会～  ８月１８日（土）１０：３０日   
千葉市男女共同参画センター ３階イベントホール 

一人５００円 全席自由 ０歳児は無料 要チケット 

お問合せ：千葉市男女共同参画センター 

℡：０４３－２０９－８７７１  

第１８回わかば子育てﾌｫｰﾗﾑ「ママのちから発掘プ

ロジェクト！」～好きを生かして地域とつながる～ 

２２日（日）１０：００～１４：００ 植草大学  無料   

子どものあそび☆アート体験ひろば 
２４日（火）１０：００～１５：００  午前、午後の部 
●プロの講師によるワクワクドキドキの体験活動  
☆きぼーる ①こま・けん玉あそび、②殺陣・アクション 
③あそびのひろば 紙コップであそぼう！自由に工作も 
☆千葉市民文化センタープログラム 
④ダンス、⑤アフリカンパーカッション 
参加費：各３００円、当日９：３０、１３：１５分受付 
主催；子ども劇場千葉県センター 詳しくはfacebookで 

夏休み親子お楽しみ会 アニメ映画鑑賞とピアノと歌の

コンサート  ７月２４日（）①１０：００～１２：００ 

１．「こぎつねコンとこだぬきポン」                              

２．「歌って遊ぼう わくわくコンサート」 手遊び歌で遊ぼ

う、手話で遊ぼう  ３．「おまえうまそうだな」 

夏休みこども映画会  「小さなバイキング ビッケ」(実

写版)  ３１日（土）①１０：００～ ②１４：００～ 

無料 千葉市生涯学習センター ２Fホール 

★当日３０分前から受付 定員先着３００名 

お問合せ 生涯学習センター℡：２０７－５８２０  

ＨＵＧっと！プリキュア ドリームステージ 
●７月２９日(日）①１１：００～②１４：００～ 
   四街道市文化センター大ホール 
    チケットぴあ、ローソンチケット 
●９月１日（土）①１０：３０～②１４：００～   
   千葉県文化会館 大ホール  

   千葉県文化振興財団HPでチケット予約可 
★全席指定 （前売） Ｓ席 ２７００円、Ａ席 ２２００円、 
Ｂ席 １７００円 ※当日３００円増 
３歳以上有料（３歳未満は保護者ひざ上無料  

わくわくフェスタ2018「ちしろだい七夕まつり」 

７月７日（土）１０：００～１４：００ 無料 （一部有料） 

千城台コミュニティセンター諸室  工作、アニメ上映他 

☆白バイ・パトカーと写真を撮ろう！ 

☆千葉都市モノレールシミュレータ運転体験  他 

夏休み縄文ひろば    ７月２１日から８月２６日の土・日 

加曽利貝塚博物館 １０：００～１５：００ 事前申込不要 

無料 弓矢体験、火おこし体験、ｱｸｾｻﾘｰづくり、縄文服

試着体験等。悪天候中止 お問合せ℡：２３１－０１２９ 


