若葉区の子育て通信

２０22年7月号

２０２２年７月号vol．103
2022年6月30日発行

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

月～金

時間

活動名･場所
園庭開放

予約 料金

内容・他

不要無料 保育所のお庭で遊べます

主催・問い合わせ先・場所
千葉市立の保育所どこでも、要事前連絡

月～土 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
月～土 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
月～金 ９：３０～１２：００・１４：００～１５：3０みつわ台保育園
いっしょに遊びながら楽しく 地域子育て支援センター 電話相談９時～１６時
不要 無料
交流する場、情報、相談 （みつわ台保育園内）℡：２５５-７０４３
土
９：0０～１１：３０ 子育てひろば・みつわ台
※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
植草学園大学子育て支援
親子で来室し自由に遊ぶ 土日祝日休み ✉：kosodate-ogu@uekusa.ac.jp
平日 ９：３０～１１：３０
要 250
初回無料こいっくきっぷ要 （10組まで） 若葉区小倉町1636-3
教育実習センター「こいっくおぐ」
※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
平日 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
ぶらっとよってね
はらっぱ隣接の子育てひろ NPO法人こどもユニットＷakaba ℡：232-0045
火・木 １０：００～１４：００
不要 200
「はっぱのおうちwithおそと」
祝日休み *：chibaw@yahoo.co.jp
ば
※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
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
火
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
水
金
4 月
5 火
9 土
10 日
12 火
12 火
12 火
13 水
13 水
14 木
14 木
17 日
19 火
22 火
23 土
23 土
23 土
23 土
24 日
25 月
26 火
28 木
30 土
HP参照
HP参照

１０：００～１４：００ 子育てひろばＣＨＩ－ＰＡＰＰＡ
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
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）
１２：３０～１３：３０ 「ベビちゃんタイム」(～11ヶ月）▲
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
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
食べ物,野菜,手作り品
都賀の台ショッパーズ前広場
１０：００～１２：００ 都賀の台マルシェ
不要
１２：３０～１３：３０ 「ベビちゃんタイム」(～6ヶ月）▲
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
１０：００～１２：００ 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）
１０：１５～１１：３０ 子育てサロン ぴーなっつ▲◎
不要 200 様々なテーマで倒しい時間 社協小倉地区部会（若松公民館）
１０：１５～１０：４５ わらべうたの会（０～3歳児と保護者不要無料 先着順４組 手遊びなども 若葉図書館２階おはなしの部屋 ℡：237-9361
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） 幼児室 都賀コミュニティセンター ℡：２３３－４２１１
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
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
１０：３０～１２：００ 自然観察会（夏の谷津田はムシ天国) 要 無料 動きやすい服､帽子､長靴で 7/6締切 大草谷津田いきものの里（入口広場集合）
１２：３０～１３：３０ 「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（５組） 千城台・子育てリラックス館 ℡：２３６-６６６２
１０：００～１１：３０ たんぽぽの会若葉（ダウン症児） 初要無料 母子交流・計測・情報交換 若葉保健福祉センター2階 ℡：２３３-８１９１
１０：００～１０：３０ 夏の親子おはなし会（３歳児～
不要無料 １５人程度 先着順
千城台公民館和室にて 若葉図書館 ℡：237-9361
１１：００～
夏の親子おはなし会（３歳児～
不要無料 ８人程度 先着順
若葉図書館西都賀分館 ℡：２５４－８６８１
１１：００～１１：３０ 夏の親子おはなし会（３歳児～
不要無料 １５人程度 先着順
白井公民館講習室にて 若葉図書館泉分館
６組）千城台・子育てリラックス館 ℡：２３６-６６
１０：３０～１２：００ ファミリーマッサージ(講師：助産師内山）
要 無料 千城台自治会館 大部屋
６２
NPO法人こどもユニットＷakaba
自然・あそび体験
１３：００～１６：００ サンサンゴーゴーあそぼうズ
要 300
*：chibaw@yahoo.co.jp ℡：232-0045
[水鉄砲遊び」
１０：３０～１２：００ 子育てサロン「ととけっこ～」▲◎ 要 無料 わらべうた、絵本、工作等 先着５組 社協桜木地区部会（桜木公民館）
１１：３０～
おはなしでてこい
不要無料 絵本の読み聞かせなど
千城台・子育てリラックス館 ℡：２３６-６６６２
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
１０：００～１２：００ パパリラックス館（定員５組）
要 無料 パパと子どものみが入館可 千城台・子育てリラックス館 ℡：２３６-６６６２
１０：００～１２：００ 母乳育児支援 ラ･レーチェ･ﾘｰｸﾞ★ 不要無料 初めに気になること
若葉保健福祉ｾﾝﾀｰ4階 http://www.llljapan.org/
https://www.facebook.com/wakumori.onaridai/
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

※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）
★「子育てサークルあそぼう会」は日程未定・・・ 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）

発行人 ＮＰＯ法人こどもユニットＷａｋａｂａ
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
事務所 〒264-0021 千葉市若葉区若松町３７９
ブログ http://blog.canpan.info/k_unit_wakaba
子育て支援情報、
TEL&FAX：043-232-0045 メール：chibaw@yahoo.co.jp イベント情報等 フェイスブック http://www.facebook.com/kuwakaba

若葉区以外の情報もあります

千葉市動物公園 水曜日休園
。
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、発掘した土器などの取扱
いについて説明、発掘体験の実施
縄文工作教室 毎週日曜日、祝日 無料
１０：００～１５：００ 工作体験、未就学児も楽しめます。
７月は万華鏡
事前申込不要 当日受付
お問合せ℡：２３１－０１２９
ちしろだい たなばたまつり ２０２２
７月２日（土）１０：００～１４：００ 千城台コミュニティセン
ター諸室 無料 パトカー、白バイが来るよ。・紙芝居・
アニメ映画・フリースローチャレンジ・体験型ワークショッ
プなど詳しくは㏋で
千葉ポートタワー 七夕まつり ４階展望室
●七夕飾り ～７月７日 笹飾りを設置
●七夕イルミネーション ～８月３１日 １７：００～２１：００
天井からイルミネーションで天の川を演出
青葉の森公園プレーパーク
７月１２日（土）無料
つくしんぼの家付近、水の広場横 １０：００～１５：００
水の広場もプチリニューアル！
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
★わくわく工作 ７月９日（土）１０：３０～、１４：３０～
２００円 予約不要 先着４０名
★ミニ工作体験 ７月 お星さまかざり
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
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） １１：００～、１４：００～、１７：００～
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）
「ちばの海」をテーマにした楽しいダンス公演です！
０歳から入場可（定員：各回３０名）
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

わらべうたと絵本の会
７月８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

アニメ上映 夏休み親子お楽しみ会 ７月２７日（土）
１０：００～１１：００ 無料 要申込み
①「いたいのいたいのとんでけ～★げんきげんきノンタ
ン」より。｛えいごで1・2・3」、「ボールまてまてまて」各6
分 ②「がんばれスイミー」26分 原作：レオ・レオニ
③「あらしのよるに」25分
千葉市生涯学習センター２Ｆ ホール 定員８０人
メール・往復はがきで7/1～7/14 抽選
お問合せ℡：０４３－２０７－５８２３

夏休み子ども上映会 ８月５日（金）１０：００～１１：２０
無料 要申込み
「リトルマーメイド」
千葉市生涯学習センターＢ１Ｆ 小ホール 定員３０人
メール・往復はがきで7/1～7/14 抽選
お問合せ℡：０４３－２０７－５８２３

ドラゴンクエストウォーク コラボ試合 千葉ロッテvs
楽天＠ZOZOマリンスタジアム
７月１日（金）～３日（日） 「ドラゴンクエストウォーク」
の世界を体感できるフォトスポットが球場外周に登
場、など詳細は千葉ロッテマリーンズ㏋で

おやこdeオペラ「まじっく・ふるうと」～０歳でもOK,！
みんなが楽しめる歌芝居～
７月３日（日）①１０：３０～②１４：００～
千葉県文化会館 小ホール 全席自由 ０歳から入場可
大人 １,５００円、子ども１,０００円（小学生以下）
３歳未満は保護者１名につき１名ひざ上鑑賞無料
お問合せ：千葉県文化振興財団℡０４３－２２２－００７７
千葉県文化振興財団HPでチケット予約可

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

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。

メールください
ブログで、○○ほっぺを毎月配信中（PDFﾌｧｲﾙ）
発行人 ＮＰＯ法人こどもユニットＷａｋａｂａ
子育て支援情報、
ブログ
http://blog.canpan.info/k_unit_wakaba
事務所 〒264-0021 千葉市若葉区若松町３７９ イベント情報等
フェイスブック
http://www.facebook.com/kuwakaba
TEL&FAX 043-232-0045 メール chibaw@yahoo.co.jp

