
　　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 冬休み官公庁と同じ

※利用にあたって・・２部制　定員４～５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

土 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、室内は定員７組、利用は１時間程度

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」 12/20まで、１/12から　　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　

※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
*：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　●12/23まで、1/11から

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 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（３歳児～小学生） 不要無料 先着順 若葉図書館　こども室に５分前　℡：237-9361

2 木 １０：３０～１１：３０骨盤ストレッチ(産後3ヶ月未満は不可)要 無料 千城台自治会館・託児付き 千城台・子育てリラックス館　℡：２３６-６６６２

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

8 水 １０：１５～１０：４５わらべうたの会（０～３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

9 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　℡：２３１-７９９１

11 土 １０：００・１１:００ クリスマス会 要 無料 ２部制 千城台・子育てリラックス館　℡：２３６-６６６２

11 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

12 日 １０：００～１２：００都賀の台マルシェ 　５周年記念　 不要
手作り品・食べ物・野菜な
ど

都賀の台ショッパーズ前広場

14 火 １２：３０～１３：３０「ベビちゃんタイム」(生後～6ヶ月）▲可 無料 親子で自由に交流 千城台・子育てリラックス館　℡：２３６-６６６２

14 火 １０：１５～１１：３０子育てサロン　ぴーなっつ▲◎ 要 200 クリスマス会 社協小倉地区部会（若松公民館）

14 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）

16 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 日 １０：３０～１２：００自然観察会（冬越しするムシたち） 要 無料 動きやす服､帽子､長靴で 12/8予約締切　大草谷津田いきものの里（入口広場集合）

21 火 １２：３０～１３：３０「ベビちゃんタイム」(7ヶ月～1歳未満）▲可 無料 親子で自由に交流 千城台・子育てリラックス館　℡：２３６-６６６２

21 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～少しずつ 若葉保健福祉ｾﾝﾀｰ4階 http://www.llljapan.org/

22 水 １０：３０～１２：００おもちゃの広場（幼児室） 要 無料 ３組（１歳～５歳） 都賀コミュニティセンター　℡：２３３－４２１１

23 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

25 土 １１：００～１１：３０冬の親子おはなし会 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

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/

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

　※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。

★上記に記載のない「子育てサロン（社会福祉協議会の各地区部会運営）」について・・・・

新型コロナウイルスの感染拡大防止対策のため活動日未定。千葉市社会福祉協議会若葉区事務所（電話043-233-8181）

★「子育てサークルわかばルーム・あそぼう会・泉サークル」について・・・・ 実施は見合わせ、日程未定

保健師による育児相談を希望される方は、若葉保健福祉センター健康課すこやか親子班（電話043-233-8191）まで。
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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

なぞなぞ初モーで １月２日（土）・３日（日）

当園にはウシはいないが、ウシ科はいるゾ！ウシ科を巡

る初詣☀なぞを解いてウシのシールをゲットしよう！

親子アニメ １２月上映会

１２月４日（土）

①１０：００～１０:３０ おまえうまそうだな「あなたをずっと

ずっとあいしてる」五味太郎「まどから★おくりもの」ほか

②１４：００～１４：３０ はたらく細胞

１２月５日（日）

①１０：００～１０:３０ おまえうまそうだな「いちばんあい

されているのはぼく」」ほか

②１４：００～１４：３０ 「ウォーキングｗithダイナソー」ス

ペシャル:タイムスリップ！恐竜時代

・無料 千葉市生涯学習センター地下１Ｆ 小ホール

定員各３０人 上映３０分前から、入口で整理券を配布

お問合せ℡：０４３－２０７－５８２３

青葉の森公園つくしんぼの家 工作教室

「チョークアートサンタクロース」１２月５日（日）

１０：００～ （年少～小６）要予約 １２名 １０００円

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！

１２月「ゆらゆらクリスマス」 材料がなくなり次第終了

問い合わせ：つくしんぼの家 ℡：０４３－２０８－１５０６

わらべうたと絵本の会 １２月１０日（金）
１歳児と保護者 １０：１５～１０：４５
２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

STARLIGHT CAMPZ 2021 「夜の公園」×「キャン

プ」×「エンターテインメント」新感覚のキャンプイベント

便利な施設はないけれど、この不自由さを楽しみましょ

う！５ｍ×６ｍのテント区画１１，０００円～チケット制

１区間大人４名、小学生以下お子様含め６名まで

詳細はHPで starlight-campz.com

PARKCAMP WITH FIREWORKS 昭和の森公園

１２月２５日（土）～２６日（日）

０さいからのエンタメ「
「ポポバルの森の王子様」 （バルーンショー）
２０２２年１月２９日（土） １１：００～開園（４０分）
「ちんどんライブ」
・２０２２年１月３０日（日） １１：００～開園（４０分）
若葉文化ホール チケット・シングル：３００円（１名様／
同伴年齢問わず膝上無料）・ペア：５００円（２名様／組
み合わせ自由〔親子・友達等〕）・プラス１：１００円（ペア
への追加チケット）※プラス１チケットは、３名以上で観
覧の場合、ぺチケットに追加
お問合せ・チケット取り扱い：若葉文化ホール
℡：０４３－２３７－１９１１

しまじろうコンサート
すすめ！たからのしまのだいぼうけん
２０２２年１月２９日（土）開演①１３：３０ ②１６：３０
千葉県文化会館 大ホール 全席指定 ３，４８０円
※３歳以上有料（３歳未満ひざ上無料、お席が必要な
場合有料）
お問合せ：千葉県文化会館 ℡：０４３－２２２－０２０１
千葉県文化振興財団HPでチケット予約可

特別史跡加曽利貝塚 なぞ解き 加曽利クエスト」

～１２月２６日（日）参加無料 参加ご希望の方は、加曽

利クエストのマップをダウンロードし、加曽利貝塚にご持

参のうえ、クエストに挑戦してください。。

千葉市を旅する砂時計

宝探し~１００年の時を超える壮大な冒険~

～１２月２６日（日）参加無料 市内に散らばる謎を解き

ながら、楽しくまちをめぐり宝箱を探す「宝探し」を開催！

宝の地図を手に、・現代編（千葉エリア） ・過去編（稲毛

エリア） ・未来編（海浜幕張エリア）で宝さがし詳細は㏋

イルミネーション ・マクハリイルミ21/22 ～２０２２年

１月３１日（月） JR海浜幕張駅前広場(南口・北口)

・千葉ポートタワー クリスマスファンタジー２０２１

～１２月２５日（土）１７：００～２１：００ ３０分毎に、音楽

に合わせてツリーの形状が変化するイルミネーション

親子で作ろう！かわいいトラの起き上がりこぼし

２０２２年１月９日（日） １０：３０～１２：００

２・３歳児とその保護者１０組２０人

千葉市生涯学習センター大研修室 無料 抽選

申込み：往復はがき、メール １２月１４日締切

お問合せ℡：０４３－２０７－５８２０


