
　　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

◎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

10：00～12：30～ 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 イコアス２階℡：２３６－６６６２　

※利用にあたって・・２部制　定員５組程度、利用は午前２時間・午後３時間（待つ人がいたら１時間）食事・おやつは不可、（火）12:30～13:30予約可

10：00～13：30～ 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　

※利用にあたって・・定員３組程度、利用は２時間（待つ人がいたら１時間）、食事は不可・検温・マスク・名簿記載・手洗い、初回電話予約可　

９：３０～１２：００・１４：００～１５：3０みつわ台保育園 地域子育て支援センター　電話相談９時～１６時

９：0０～１１：３０ （みつわ台保育園内）℡：２５５-７０４３  

※利用にあたって・・１１時～戸外でも遊べます。土曜日は室内のみ。マスク着用で１家族保護者１名、定員７組、利用は１時間程度

土日祝日休み　✉：kosodate-ogu@uekusa.ac.jp

教育実習センター「こいっくおぐ」 （10組まで）(11～19・26日休）小倉町1636-3　

※感染予防のため制限付きの開所、１０組限定、予約制（２日までメールで）先着順、当日健康チェックリスト記入・検温、詳細HP参照

９：３０～１２：００ おやこぷれいすちるる（預かり別途 要 350 自由に遊ぶ「おやこｽﾍﾟｰｽ 若葉区桜木北2-27-1　℡：３７１－３３２７　

※2部予約制①10:00～10:45（7組）②11:00～11:45（7組）予約はHPの予約ページ、　0歳～3歳（兄弟可）　イベント（有料）詳細はHPで

１０：００～１４：００ 不要 200
はらっぱ隣接の子育てひろ
ば

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

※感染予防のため、ランチ持参の方はご家族ごとにお召し上がりください。コーヒーサービスなし。雨天時は３組に制限　

水・木以外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

※注意事項　①自己防衛を基本に、②一部使えない遊具あり、③受付で名簿記入、④NO！密集

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

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

１５：３０～１６：００おはなし会（夏休み中は１０時から）不要無料 ３歳児～先着順４組まで 若葉図書館　こども室に５分前　℡：237-9361

1 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、悩み相談、遊び等社協結・みつわ台地区部会（みつわ台公民館）

2 火 １０：００～１２：００「ベビちゃんタイム」(～11ヶ月）▲ 要 無料 親子で自由に交流（８組） 千城台・子育てリラックス館　℡：２３６-６６６２

3 水 １０：３０～１１：３０絵本の読み聞かせとわらべ歌　 要 無料 5組（１歳～５歳）　幼児室 都賀コミュニティセンター　℡：２３３－４２１１

4 木 １０：３０～１１：３０初めての離乳食（５組） 要 無料 講師：栄養士　飯塚さん 千城台・子育てリラックス館　℡：２３６-６６６２

4 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 若松公民館　問い合わせ℡：２３７-１４００

9 火 １０：００～１２：００「ベビちゃんタイム」(～6ヶ月）▲ 要 無料 親子で自由に交流（８組） 千城台・子育てリラックス館　℡：２３６-６６６２

9 火 １０：００～１２：００子育てサロン「ｶﾝｶﾞﾙｰｻｰｸﾙ」◎ 不要無料 季節ごとの楽しいイベント 社協２６地区部会（いずみ台ﾛｰｽﾞﾀｳﾝ自治会館）

13 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

14 日 １０：００～１２：００都賀の台マルシェ 　　 不要 食べ物,野菜,手作り品 都賀の台ショッパーズ前広場

16 火 １０：００～１２：００「ベビちゃんタイム」(7ヶ月～11ヶ月）▲要 無料 親子で自由に交流（８組） 千城台・子育てリラックス館　℡：２３６-６６６２

18 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 社協26地区部会大宮台自治会館　

19 金 １０：００～１０：３０高校生が語るおはなし会（３歳児～ 不要無料 １２人程度　先着順 千城台公民館和室にて　若葉図書館　℡：237-9361

25 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

28 日 １３：００～１６：００サンサンゴーゴーあそぼうズ　 要 300
自然・あそび体験
[水遊び」

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

23,30 火 １０：００～１２：００「ベビちゃんタイム」(1歳未満）▲ 要 無料 親子で自由に交流（５組） 千城台・子育てリラックス館　℡：２３６-６６６２

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/

　※新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点等から、掲載されている子育て支援等の開催が予告なく変更
　　中止になる場合がございますので、ご注意ください。主催者に確認いただくことをおすすめいたします

★妊娠期から子育て期までサポートします！母子健康包括支援センター(若葉保健福祉センター健康課内)・043(233)6507

妊娠や出産、育児に関するさまざまな相談（匿名も可）に保健師などの専門相談員が応じます。

※各サークル等の日程は変更することもあります

         活動名･場所
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ブログ・ｆｂで、○○ほっぺを毎月配信中（PDFﾌｧｲﾙ）メールください
子育て支援情報、

イベント情報等

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

市民ネットワークわかば 子育て連続講座 「おやこ防災ア

クション～アクションカードづくりと防災食体験」

」無料 ８月２６日（金）１０：００～ １２：００ 自由研究にも

千城台公民館 和室 対象：小学生とその兄弟、保護者

お問合せ、申し込み：市民ネットワークちば わかば事務所

ＴＥＬ＆ＦＡＸ ０４３－２８４－２３３９

加曾利貝塚のイベント 発掘調査体験 毎週土曜日 無

料 加曽利貝塚博物館 １０：００～１５：００

道具の使い方、発掘の仕方などの明、発掘体験の実施

縄文工作教室 毎週日曜日、祝日 無料 未就学児も

OK １０：００～１５：００工作体験、８月はエンドレス絵本

植草学園大学 子育て支援センター ☆YouTubeチャンネル「ちばこども子育てすぽっと」 子育て講座配信中

☆こいっく子育て講座 場所：こいっくおぐ １０組 １０：３０～１１:３０ ・親子のふれあい音遊び①８月２２日（月）②８

月２９日（月）③９月５日（月） ・トイレトレーニング ９月２１日（水） １か月前から受付 ✉：kosodate-



新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点等から、上記に掲載されているイベント等の開催が予告なく変更・中止に
なる場合がございますので、ご注意ください。ホームページなどで主催者に確認いただくことをおすすめいたします。

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）

青葉の森公園プレーパーク ８月２０日（土）無料

つくしんぼの家付近、水の広場横 １０：００～１５：００

千葉市動物公園 水曜日休園
。

夏休み子ども上映会

８月２７日（土） 無料 要申込み

①１０：００～１０：５０ ・はたらく細胞「インフルエンザ」

・「サンタ・カンパニー・真夏のメリークリスマス」

②１３：３０～１４：０５ ・「新・恐竜大進撃」

千葉市生涯学習センターB１Ｆ 小ホール 定員５０人

小学生以下と保護者（未就学児は保護者同伴）

メールで8/1～8/15 抽選

お問合せ℡：０４３－２０７－５８２３

青葉の森公園つくしんぼの家

★工作教室７月～８月 各種 要予約 詳細はHP

★ミニ工作体験 ８月 夏休みのおもいで

ほぼ毎日（休みの日もあり、事前にご確認を）予約不要

無料 保護者同伴で小学生以下のお子様ＯＫ！

午前１０：３０～１２:００、午後１４：３０～１６：００

お問合せ：つくしんぼの家 ℡：０４３－２０８－１５０６

わらべうたと絵本の会 ８月１２日（金）
①１、２歳児と保護者 １０：１５～１０：４５
②１歳児と保護者 １１：００～１１：３０
無料 各回５組程度 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

夏休みこどもシアター ちばでおどれば！
～あおば海水浴場編～ ８月１４日（日） ①１１：００～、
②１４：００～、③１７：００～青葉の森公園芸術文化ホール
一般：１,５００円 高校生以下：５００円（３歳以下無料）０歳
から入場可（定員：各回３０名） 「ちばの海」をテーマにし
たダン 青葉の森公園芸術文化ホール㏋でチケット購入可
お問合せ：℡：０４３－２６６－３５１１

夏休みフェスタ＠千葉ポートタワー ～８月２８日

・屋上オープンデッキ開放 土、日、祝 １５：００～１９：００

・子ども縁日 １３（土）～１５日（月）１１：００～１５：００

・紙芝居公演 １４日（日）１３：３０～、１４：３０～

・クラフト教室各種 詳しくはHPで

プラネタリウム新番組 上映中「発見！南極に恐竜

がいた！」＠千葉市科学館プラネタリウム

上映スケジュール等は㏋参照休館日７月４日（月）

科学館でイベント各種開催、詳しく㏋で

夏休みイベント のぞくと虹色⁉不思議なしおり

８月２７日（土） ①１０：００、②１０：３０③１１:００

④１１:３０⑤１３:００⑥１３:３０⑦１４：００⑧１４：３０

※各回１５分程度 どなたでも

※未就学児は保護者同伴 定員各回８人 当日受付

９：３０から会場前にて整理券を配布

生涯学習センターB1F ラウンジ・ポケットパーク

問い合わせ ０４３－２０７－５８２３

キッズフェスタ2022 0歳から家族みんなで楽しめるワー
クショップコンサート ベートーヴェンさん、こんにちは！
ベートーヴェンの名曲をおとみっくのオリジナルアレンジで
お届け！みんなも手拍子やダンスで一緒に楽しもう♪
８月１１日（木）開演①１１：１５～②１４：１５～
千葉市文化センター アートホール 全席指定
大人 １,５００円、子ども５００円（０歳～小学生）
お問合せ：千葉市文化振興財団 ℡０４３－２２１－２４１１
プレイガイド：若葉文化ホール、千葉市民会館など

リアル恐竜ショー 恐竜パーク＠千葉市民会館

８月６日（土） 開演①１２：００、②１５：００

千葉市民会館 大ホール 全席指定 ３,３００円（税込）

※３歳以上有料、２歳以下膝上無料（座席が必要な場合

は有料チケット：チケットぴあ、ローソンチケットなど

主催：サンライズプロモーション東京０５７０－００－３３３７

夏休みクイズラリー@千葉市都市緑化植物園 無料

～８月２８日 植物園を探検しながらクイズにチャレン

ジ！ 毎日開催、プレゼント有 １０：００～１６：００

昭和の森・恐竜王国2022～ダイナソーキングダム

～１１月３０日（金）９：００～１７：００ 昭和の森冒険広場

入場料：８００円（２歳以下無料 恐竜が森の中に！

夏休みは「ナイトアドベンチャーツアー」開催！

７/３０～８/２８の土日及び８/１１～１４日、１９：００～２１：０

０、入場料１，０００円 詳しくはHPで

デリシャスパーティー♡ プリキュア ドリームステージ
９月４日（日）①１１：００～②１４：００～ 劇団飛行船

千葉県文化会館大ホール 全席指定 ３８００円、※

当日２００円増 ３歳以上有料（３歳未満は保護者ひざ

上無料 千葉県文化振興財団HPでチケット予約可


