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　　　　　　　　　　　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

１０：００～１６：００千城台・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　祝日休み

※利用にあたって・・２部制（①１０時～、②１３時半～）定員４組程度、利用は１時間以内、食事は不可・検温・マスク・名簿記載・消毒

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　

※利用にあたって・・状況により定員３組程度、利用は１時間以内に制限、食事は不可・検温・マスク・名簿記載・手洗い

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

.. （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、室内は定員５組、利用は１時間以内

祝日休み　℡：０４３－２３９－２６５１（20名まで）
教育実習センター「こいっくおぐ」 （4,18､30､31休み）　　若葉区小倉町1639-3　

※感染予防のため制限付きの開所、5組限定、予約制（１週間前までメールで）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　

※感染予防のため制限しながら営業、2部予約制①10:00～10:45（5組）②11:00～11:45（5組）予約はHPの予約ページ、◆0歳～3歳（兄弟可）

１０：００～１４：３０ 要 100
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

※感染予防のため制限開所、2部制①10:00～12:00　②12:30～14:30、3組、当日9:30から12:00電話予約、室内も利用可、食事不可

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

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焚き火での調理NG、④受付で名簿記入、⑤NO！密集　（火）ふたば中止

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～ おはなし会（３歳児～小学生） 不要無料 当日先着順　４組まで 若葉図書館　こども室に５分前　℡：237-9361

7 水 １０：３０～１１：３０あそび歌と絵本の会（１歳～）3組　 要 無料 わらべ歌・絵本など　先着順都賀コミュニティセンター　℡：２３３－４２１１

8 木 １０：３０～１２：００加曾利地区部会子育てサロン◎ 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）

8 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 先着順　桜木公民館　℡：２３４-１１７１

14 水 １０：００～１１：３０子育てサロン「ひなた」◎ 要 無料 お話、体操、製作など 社協都賀地区部会（若葉保健福祉センター）

14 水 １０：１５～１０：４５わらべうたの会（0～3歳児と保護者不要無料 当日先着順　４組まで 若葉図書館　こどもしつに５分前　℡：237-9361

14 水 １０：３０～１２：００作って遊ぼう　ばありんずとお話会 要 無料 ２歳から３組６名、先着順 都賀コミュニティセンター　℡：２３３－４２１１

17 土 １０：３０～１1：００ 子ども読書まつり　わらべうた012 不要無料 ０歳～２歳　先着４組まで 若葉図書館　２階多目的室　℡：237-9361　※

17 土 １１：２０～１1：５０ 子ども読書まつり 秋の親子お話会 不要無料 ３歳～小学生　先着４組まで若葉図書館　２階多目的室　℡：237-9361　※

18 日 １０：３０～１２：００自然観察会（クモはおもしろいぞ！） 要 無料 動きやす服､帽子､長靴で 大草谷津田いきものの里（10/7～受付詳細は㏋）

20 火 １０：００～１２：００母乳育児支援　ラ･レーチェ･ﾘｰｸﾞ★不要無料 はじめに気になること。 若葉保健福祉ｾﾝﾀｰ4階 http://www.llljapan.org/

22 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　

22 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 先着順みつわ台公民館　℡：２５４-８４５８

24 土 １１：００～１１：３０子ども読書まつり　おはなし会 不要無料 ３歳～小学生　先着１５人 白井公民館講習室にて　若葉図書館泉分館　※

25 日 １３：００～１６：００サンサンゴーゴーあそぼうズ　 要 200
自然・あそび体験
「ウォークラリー＆焼いも」

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

27 木 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

27 火 １０：００～１２：００子育てサロン「さくら」◎ 不要無料 茶話会、情報交流など 社協若松地区部会（若松台３丁目自治会館）

27 火 １０：００～１２：００子育てサロン「コスモス」◎ 不要無料 茶話会、情報交流など 社協若松地区部会（若松町北部自治集会場）

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

30 金 １０：３０～１１：３０絵本の読み聞かせ（１歳～５歳）　 要 無料 3組６人　先着順　（幼児室） 都賀コミュニティセンター　℡：２３３－４２１１

11月 1日１０：３０～１２：００自然観察会（タネの旅立ち） 要 無料 動きやす服､帽子､長靴で 大草谷津田いきものの里（10/21～受付詳細は㏋

11月 7日１０：３０～１２：００絵本読み聞かせ会・木育（１０組） 要 無料 就学前児（先着予約制） 千城台コミュニティセンター　℡：２３７－２２４１

11月 7日１０：００～１０：３０子ども読書まつり 秋の親子お話会 不要無料 ３歳～小学生　先着４組まで若葉図書館　２階多目的室　℡：237-9361　※

※今年は図書館の子ども読書まつりでの不要雑誌等の無料配布は中止です。

　　　※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

※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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千葉市動物公園 水曜日休園

ゆかいな森の音楽会

１8日（日）１１：００～１１：３０、１３：３０～１４：００

動物にちなんだ歌や演奏を披露します

親子アニメ １０月１０日（土） ①１０：００～「ノン

タン「まいごはだぁ～れ？」こどもにんぎょう劇場

「かぐや姫」他 ②１４：００～ 「忍たま乱太郎の

宇宙大冒険withコズミックフロント NEXT」 無料

千葉市生涯学習センターＢ１Ｆ 定員２０人 当

日３０分前から受付先着順

詳しくは千葉市観光協会ＨＰで

＊ブドウ～10月上旬高根ぶどう園・千葉中央観光農園・

田中ぶどう園・浅野フルーツ園 ＊栗 ～10月上旬 御殿

栗園・千葉中央観光農農園 ＊サツマイモ 9月上旬～

10月下旬 千葉中央観光農園・冨田さとにわ耕園・ガイ

ヤファーム ＊里芋 9月～10月上旬 御殿栗園 ＊柿

9月下旬～11月下旬 浅野不フルーツ園 ＊枝豆 10月

頃 冨田さとにわ耕園 ＊リンゴ 10月上旬～11月下旬

吉田農園 ＊落花生 9月上旬～10月下旬 富田さとに

わ・御殿栗園

富田さとにわ耕園 富田コスモスまつり 入場無料

１０月１１日（土）～１２日（日）９：３０～１４：３０

野菜の直売、落花生･さつまいもの堀取り体験（有料）

※今年は、キッチンカーはありません。

ハッピーハロウィン＠三陽メディアフラワーミュージア

ム １０月３日（土）～１０月３１日（土） 一部有料

・クラフト教室 ・コンサート、・ハロウィンクイズなど

・トリック・オア・トリート！

１０月３１日（土）１３：００～ 魔女に合言葉を言っ

てお菓子をゲット！

■千葉市民の日無料開放１７日（土）・１８日（日）

オータムフェスタ2020＠幕張海浜公園

１０月１０日（土）・１１日（日）１０：３０～１５：３０

入場無料、工作参加費２００円より

イベント１【木の実の工作会・アースアート】

公園の木の実や枝、ドライフラワー、葉っぱなどを

使って自由にオリジナルクラフトを作ろう！

お絵描き缶バッジなど他の工作も。

イベント２【どんぐりプロジェクト（どんぐり拾い）】

公園でどんぐりを拾って、クッキーをもらおう！

イベント３【木陰のミニコンサート】 雨天時中止

１０日（土）１１：３０～、１３：００～

ブラジル、インドネシア、アフリカなど世界のリズム

に合わせて季節の歌を演奏

若葉保健福祉センターの講座

●育児講座 小児科医による、乳幼児期にかかりやす

い病気や事故への対応についての講演です。

託児はありません。親子同室で話を聞きます。

１０月２１日（水） １３：３０～１５：００

●母子講演会「４～６歳児のこころとからだ」

この時期の子どもの接し方と心と体の発達について、臨

床心理士と保健師が講演。

１０月２３（金） １０：００～１２：００ 定員１０人

就学前児を対象に託児あり。

問い合わせ・予約先：すこやか親子班043(233)8191

青葉の森公園 つくしんぼの家 ミニ工作体験

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！

「へんしんハロウィン」当日の材料がなくなり次第終了

千葉市民の日（10/18） 無料開放⋰

千葉市科学館 １６日（金）～１８日（日）

①常設展示室②プラネタリウム利用料金無料

千葉ポートパーク １８日（日）入館料無料

こてはし温水プール・北谷津温水プール １７日・１８日

千葉公園 ボートの無料貸出 １８日（日）


