
……

　　　　　　　　　　　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

10：00～13：30～ 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 千城台北1-29-9　℡：２３６－６６６２　29～1//3休

※利用にあたって・・２部制　定員５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・消毒　初回電話予約可

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５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、初回電話予約可能

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

.. （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７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」 （12/23～1/4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）

10：00～12：00
12：30～14：30

要 100
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
*：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、5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12/29～1/7休み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

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～ 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

9 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

11 月 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/

12,19 火 １２：３０～１３：３０「ベビちゃんタイム」(０歳児優先）▲ 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

12 火 １０：００～ ｽﾍﾟｼｬﾙふたば・こどもたちの森公園不要材料 未就園児と保護者 NPOﾌﾟﾚｲﾌﾙｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞわかば　℡：254-2328

13 水 １０：３０～１１：３０子育てサロン（０歳～）　３組６人 要 無料 活動紹介と子育て相談 都賀コミュニティセンター　℡：２３３－４２１１

13 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 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　千城台公民館　℡：２３７-１４００

17 日 １０：３０～１２：００自然観察会（春を待つ植物たち） 要 無料 動きやす服､帽子､長靴で 大草谷津田いきものの里（1/7締切　㏋参照

18 月 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

19 火 １０：００～１２：００母乳育児支援　ラ･レーチェ･ﾘｰｸﾞ★不要無料  栄養と乳離れ 若葉保健福祉ｾﾝﾀｰ4階 http://www.llljapan.org/

20 水 １０：３０～１１：3０ どんとこい！イヤイヤ期 要 無料 千城台コミュニティセンター 千城台・子育てリラックス館　℡：２３６-６６６２

22 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

26 火 １０：３０～１１：3０ 防災減災講座 要 無料 講師  防災士 糸日谷先生 千城台・子育てリラックス館　℡：２３６-６６６２

27 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

28 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

2月 21 １０：３０～１２：００自然観察会（アカガエルの卵はある？）要 無料 動きやす服､帽子､長靴で 大草谷津田いきものの里（2/10締切　㏋参照

　※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
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※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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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

加曾利貝塚（１2／28～１／4休館） 事前申込不要 ・発掘調査体験 毎週土曜日 無料１０：００～１５：００

・縄文工作教室 無料 毎週日曜・祝祭日 １１：００～１５：００ スクラッチアート、ポップアップカード



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。

with Mama Park ウィズママ・パーク

地域のママと子供たちを元気に

セミナー・ワークショップ・イベント

セルフ利用のカフェスペース

千葉市中央区川崎町60（花の駅そが）

定休日：毎週水曜日

詳しくは千葉市観光協会ＨＰで

マクハリイルミ ２０/２１ -青の光に感謝をこめて-

ＪＲ海浜幕張駅前広場

～１月１７日（日）１７：００～２３：００

第３０回千葉都心イルミネーション

ルミラージュちば ２０２０/２０２１

中央公園、中央公園プロムナード、通町公園

～２月３日（水）１７：００～２３：００

ちばみなとシーサイドイルミネーション

千葉みなと港湾緑地（千葉みなと旅客船さん橋周辺）

～３月４日（日）１７：００～２４：００

詳しくは千葉市観光協会㏋「千葉市観光ガイド」参照

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 水曜日休園

１２月２９日から１月１日まで休園

１月２日（土）より開園

親子アニメ １月２３日（土） ①１０：００～「五味太郎

「みんなうんち」、日本の昔ばなし「浦島太郎」他

②１４：００～ 「ムーミン谷の彗星」 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

お問合せ℡：０４３－２０７－５８２０

千葉ウシノヒロバ デイキャンプ／バーベキュー／

ワークショップ等 土日はマルシェ、、イベント、ワー

クショップ、収穫体験など、詳しくはHP

千葉市若葉区富田町９８３番地１

入園料：大人２２０円／子ども（3歳〜小学生）１１０円

／乳幼児（歳未満）無料

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！

１月「くるくるコマをつくろう」

当日材料がなくなり次第終了

わくわくフェスタ～冬～わかばこどもまつり

・１月１６日（土）、１７日（日） １０：００～１４：００

千城台コミュニティセンター

両日：ワークショップ（事前予約制）、キッチンカー

・１６日：自衛隊車両展示、ディズニーアニメ上映会、

おもちゃ病院、『２ＡＷ』のプロレスラーと遊ぼう、

・１７日：ぼうさいをまなぼう：地震体験車 防災絵本

読み聞かせなど、おもちゃの広場、詳しくはhpで

若葉文化ホール

名古屋のちんどん「べんてんや」

１月１７日（土）１１：００開演 入場無料・全席自由

事前予約制：℡０４３－２３７－１９１１ 残席わずか

千葉市消防音楽隊「ウインターコンサート」
１月３０日（土）１４：３０～１５：３０ 要事前申込み
赤ちゃんから大人まで楽しめる無料の吹奏楽コン
サート 千葉市美浜文化ホール １７０名

申込み：１月６日より市役所コールセンター

℡：０４３－２４５－４８９４

千葉Ｃｉｔｙ イチゴ狩りに行こう

１月から５月初旬ころまで・ドラゴンファーム（若葉

区小倉町）・フルーツランドとけエーアトベーレ（緑

区大高町）・みつばちファーム園・がいやふぁーむ

（緑区平山町）・さわの森農園（若葉区加曾利町）・

ちはる農園（若葉区中田町）など、詳しくは下記。

http://www.chibacity-ta.or.jp/ichigogari

千葉市観光ガイドＨＰ

きぼーる 子育て支援館

休館毎週火曜日

１２月２９日～１月３日


