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ゆったりルーム「あっぷっぷ」
～０・１・２・３才児のおやこの会～
日 時：毎週火曜日／10：30〜14：00
会 場：かつしか子ども劇場新事務所（立石 2-3-5）
参加費：５００円（初回無料）
問合せ/申込先：かつしか子ども劇場
e-mail:katusika.kogeki@gmail.com

イベントテーマの日（内容は変更することがあります）
2 月 1 日(火) 豆まきごっこをしよう
2 月 15 日(火) 子育てしゃべり場

【家庭でも学校でもない第 3 の居場所

発行責任者
かつしか子育てネットワーク
E-mail:k_childnet@yahoo.co.jp
（NPO 法人かつしか子ども劇場内）
＊イベントの問い合わせは
各主催団体へお願いします。

【乳幼児親子表現ワークショップ】
「チチンプイ！おおきくな〜れ」
座って観劇するのではなく、乳幼児とパパママがあそび
あいます。テーマは、
「絵本をあそぼう！〜かいじゅうた
ちのいるところ〜」リード役は、アフタフバーバンの
平川恭子さんと佐藤りつこさんです。

◆日 時：2 月 19 日(土)10：30〜12：00
◆会 場：立石地区センター別館・多目的室
◆対 象：幼児親子先着 15 組
◆参加費：親子 1 組 2500 円／大人 1 人増えると 1000
円増し／3 才〜未就学児 1 人増えると 500 円増し
（小学生以上は参加できません）
【申込方法】次の事項を書いてメールしてください。
件名「チチンプイ」
・氏名・住所・TEL・子どもの名前
（年齢)
申込〆切：2 月 10 日

葛飾まなビーバー】
対象：幼児～中学生
◇ オンライン
2 月 1 日（火）14：00～16：00
エアインチョコを作ろう
◆ オフライン
2 月 8 日（火）11：00～16：00
チョコフォンデュをしよう
2 月 15 日（火）11：00～16：00
ハート型の糸かけ曼荼羅
2 月 22 日（火）11：00～16：00
いろいろな甘味料を使ってチョコを作ろう
■ イベント情報
『子どものデジタルゲームにどう向き合う？』
＋ おしゃべり交流会
2 月 11 日（金・祝） 13：30 ～ 15：30
水元集い交流館 2 階 会議室

公式 LINE 始めました。
@863igdvb で検索ください。
（＠マークを忘れずに）
詳細につきましては、QR コードを
お読み取りいただくか、
メールにてお問い合わせください。
お問合せ先：fureai.school.ichida@gmail.com

裏面もご覧ください

【申込先】かつしか子ども劇場／
e-mail:katusika.kogeki@gmail.com

【親子コミュニティ「ハハモコモひろば」】
オンライン（Zoom）にて開催
◆2/3（木）子供靴の選び方講座（無料）
◆2/25（金）やさしい東洋医学講座（有料）
対面イベントにて開催
◆2/27(日) 冬のハハモコモまつり＠亀有地区センター
事前予約＆当日予約制

詳細＆お申込みは
【アメブロ「ハハモコモひろば」
】で検索！

「レインボーリボンのこども食堂」
毎月第２、第４土曜日（感染状況により中止の場合あり）
現在、会食は休止しております。レインボーリボンのフードパントリ
ー登録家庭には無料のお弁当をお渡ししています。11 月より登録
外の一般のお子さんにも、午後３時～５時の遊びタイムは会場を開
放します。お弁当は持ち帰りできませんが、遊びコーナーのみ参
加ご希望の方はご予約ください。

場 所: UR 青戸第 1 団地第 1 集会所
（14 号棟の隣）
（葛飾区青戸３－１４）
参加費: 無料
予約・問い合わせ先：
ＮＰＯ法人レインボーリボン
tel０８０－２８３８－０６４１
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フライヤー版ミニマップ
青戸編、亀有編の情報を募
集しています！
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IG、FB、Twitter
もあります。

葛飾区子育て支援部育成課とかつしか子育て
ネットワークの会員有志で運営しています。

＊サイト運営、ミニマップ作りのボランティア募集しています！興味のある方はかつしか子育てネットワークまで。

〜ママとベビーのヨガ（産後ヨガ）〜
毎週月曜日（祝日除く）は、青砥にあるトータルボデ
ィケア OFLIFE（青砥駅より徒歩３分）キレイなスタ
ジオでのレッスンです✨また、水曜日（月２回）は、
青戸地区センターの和室をお借りしてのレッスンで
す。両会場でも！どちらかでも！通いやすいほうでお
待ちしてます♡
〜２月レッスン日程〜
【OFLIFE でのレッスン】
7 日（月）14 日（月）21 日（月）28 日（月）
・時間➨9:45〜10:45 くらいまです！！
・レッスン費（都度払い）➨1300 円
回数券、割引ありです🙇♀
【青戸地区センター和室】
9 日（水）16 日（水）
（水曜日クラスのみ、体験 1000 円！）
持ち物➨ヨガマットまたは、バスタオル、動きやすい
好、飲み物、ベビーちゃんのオムツ&ミルク
※月曜日クラスでは、ヨガマットを無料でレンタルし
ております。
同日開催！！そのあとの時間では、大人のヨガ
【カラダスッキリヨガクラス】も開催してます！
ひとりでゆっくり身体を動かしたい方！
お待ちしてます(^^)
・月曜日クラス→11:00〜12:00
・水曜日クラス→10:45〜11:45
また、親子であつまれ〜親子サロン『ほっとタイム』
も開催します！おしゃべりしたり、
遊んだり、楽しい時間を
過ごしましょう♪
詳細はお問い合わせ
ください。
お問い合わせ&お申し込み
Happinesstime
（ハピネスタイム）寺北
keeko0714@gmail.com

【かつしか子育てマップミニマップ】

親子サロン開催のお知らせ
親子で遊びながら、お出かけ情報についておし
ゃべりしませんか？詳しくはインスタグラムを
ご覧ください。参加無料。おもちゃをたくさん
用意しています。できればご予約ください。
開催日時：毎月第１月曜(２月は 7 日)
午前 10 時 00 分〜12 時 00 分
（出入り自由）
場所：トータルボディケア OF LIFE
葛飾区立石６丁目３０８
サンリブ青砥 ３F
（１F ローソン 100
２F 牛角のビルです。）

【助産師による卒乳のお話】
①2 月 4 日(金)10 時〜11 時 30 分
ウィメンズパル 3 階和室(立石 5-27-1)
参加費 500 円
お申し込みお問い合わせは
torasann 公式 LINE よりお願いいたします。
(お友達追加してください)
②2 月 16 日(水)時間未定(午前中)
金町駅前活動センター
(金町 6-5-1 ベルトーレ金町 3 階)
参加費 500 円
こちらは金町駅前活動センターのホームペー
ジに告知されますので詳しくはそちらをご覧
ください。

裏面もご覧ください

