
 

 

   

      
   
 
 
 

News Letter イベント情報 

2022 年 10 月号 

      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。 
 

 

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・広間（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） 
10 月  4 日(火)公園であそぼ〜 
10 月 18 日(火)ぴょんぴょんカードをつくってあそぼ〜 

親子ふれあいサロン きぼう 
お子さんとパパママが一緒に楽しめるプログラムです。

お子さんの新たな一面を発見したり、リフレッシュ 

しませんか？ 
 
親子音楽あそび 10 月 3 日(月) 

①10:00～10:50（対象：生後 6 か月～1 歳くらい）

②11:00～11:50（対象：1 歳～3 歳くらい） 

 

親子ヨガ 10 月 14 日(金)10:00～11:00 

（対象：0 歳～未就学児） 

 

親子リフレクソロジー10 月 27 日(木)10:00～11:00 

（対象：0 歳～未就学児） 

 

場所：希望の家  参加費：無料 

問合せ：社会福祉法人共生会希望の家 

kibo-homestart@kibo-noie.com 

 

『葛飾まなビーバー』は、不登校・ホーム 
エデュケーションをつなぐ学び場です。 

 
10 月のテーマは、 『ハロウィンについて』 
◆10 月 4 日（火）１０：５０～１６：００ 
         ハロウィンリースを作ろう 
◆10 月 11 日（火）１０：５０～１６：００ 
        かぼちゃのチーズケーキを作ろう 
◆10 月 18 日（火）１０：５０～１６：００ 
       ジャック・オー・ランタンを作ろう 
 
会場：葛飾区東水元周辺（最寄り駅：JR 線 金町駅、
京成線 京成金町駅） 
 
詳細につきましては、QR コード 
をお読み取りいただくか、 
メールまたは LINE にて 
お問い合わせください。 
 
お問合せ先（mail）：
fureai.school.ichida@gmail.com 
お問合せ先（LINE）：@863igdvb  
で検索（＠マークを忘れずに） 

子どもの権利に関する連続講座 第 1 回 

北島尚志 子どもの権利条約ワークショップ 

「遊びの中で権利を実感する」 
権利というとちょっとかたっ苦しいですが、このワー
クショップはひたすら心と頭と体を使って遊びます！
考えます！ 
◆日 時：10 月 23 日(日)10 時〜12 時 
◆会 場：ウィメンズパル 多目的ホール 
◆講 師：北島尚志(きたじまたかし) さん 
◆対 象：中学生以上 30 人   ◆受講料：無料 
◆保 育：無料 2 歳以上の未就学児 6 人(先着順) 
 
≪申込方法≫ ９月 23 日午前 10 時から先着順 
以下の項目を記載の上、お申し込みください。 
(件名)子どもの権利条約ワークショップ 
(１)氏名(フリガナ) (２)年齢(３)住所(４)電話番号 
(５)保育希望の場合は、子どもの氏名（フリガナ）・ 

年齢 
◆申込み先：NPO 法人かつしか子ども劇場 

kogeki.katusika@gmail.com  

「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 

わらべうたベビーマッサージ& 
ベビーリトミック体験会 

0 歳児〜3 歳児(2.3 歳は、ベビーリトミック中心です)  
親子の触れ合い。歌があるので覚えやすく簡単！ 繰
り返しがあって覚えやすい歌詞♪ おうちでも簡単に
楽しめます。 
 
日時 10/23(日)、10/27(木) 
10:30〜12:00 0 歳 1 歳 
13:00〜  2,3 歳児  
場 所:亀有地区センター 
(ヨーカドー7 階) 
参加費:初回 500 円 
 
問い合わせ先:メロディパレット 
melody.palette.yamaha@gmail.com 
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【かつしか子育てマップミニマップ】 

親子サロン 

親子で遊びながら、お出かけ情報についておしゃ
べり!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：毎月最終月曜(10 月は 31 日) 

 午前 10:00〜12:00（出入り自由） 

場所：トータルボディケア OF LIFE 
立石６丁目３０-８ サンリブ青砥 ３F 
（１Fローソン100２F牛角のビルです。） 
 

【こども服交換会2022＆楽しいイベント】 
～着なくなった子供服を欲しい子供服に～ 
お家にある『こども服』『えほん』『こども雑貨』をお持ち頂き、会場

にあるお気に入りと交換してお持ち帰り頂く無料の地域貢献のエコイ

ベントです。会場を盛り上げる様々なワークショップやイベントもご用

意して皆さまのご来場をお待ちしています。お誘い合わせの上、お子様

とご一緒にぜひご来場ください♪ 

＜対象の交換品＞  ◆新品又は洗濯済のお洋服 

（Baby／80cm／90cm／100cm／110cm／120cm） 

◆絵本 ◆こども雑貨 など 

 

日時：10月23日（日）第一部：10時～12時 第二部：13時～15時 

場所：京成ドライビングスクール3階 東京都葛飾区高砂5-54-10 

（京成高砂駅より徒歩7分） 

参加対象：どなたでも 子育てママさん大歓迎♪ 

参加費：入場無料 予約不要 交換品を持って直接会場へお越しください。 

 
問合せ先：地域情報ポータルサイト 
「まいぷれ葛飾」https://katsushika.mypl.net 
★イベント詳細はこちら 
https://katsushika.mypl.net/article 
/report_katsushika/68337 

☆さんばはうす葛飾 
【助産師によるベビー＆ママヨガ】 
～赤ちゃんと一緒にリフレッシュ～ 
日時：１０月３１日（月） 

9:30～10:30 生後２か月～６か月の赤ちゃんとママ 

10:10～11:45 生後７か月～12 か月の赤ちゃんとママ 

場所：カナマチぷらっと  参加費：５００円 

 

お申込み：カナマチぷらっと（金町６－５－１） 

     ０３－６２３１－３６８０ 

 

「子ども・子育てフェスタかつしか 2022」いよいよ始まります！ 
10 月 29 日(土)〜11 月 6 日(日)がフェスタウィークです。カナマチぷらっと・アリオ亀有・リリオパーク・団体の
活動拠点など、多会場で開催します。もうすぐ、チラシが完成！楽しい企画が満載！みなさん、お楽しみに！ 

【卒乳講座】 
ママと赤ちゃんの為に、さまざまな方面でもご活躍を

されている助産師の井出陽子さんをお迎えして、卒乳

講座を開催したいと思います。卒乳を迷っている方も、

まだ卒乳しない方もどなたでも参加可能です(^^)この

機会に、専門家である助産師さんに困ってること！悩

んでること！相談していただけるチャンスです(^^) 
 
日時：10 月 3 日（月）11 時〜12 時 30 分 

会場：トータルボディケア OFLIFE  

（葛飾区立石 6-30-8 サンリブ 3 階  

   青砥駅の近くローソン 100 の上です） 

参加費：500 円 

 
お申し込み＆お問い合わせは、Happinesstime
まで！！ 
※産後ヨガレッスン！体験受付中〜  
ベビーと一緒にご参加いただけます！ 
こちらも、お気軽に 
お問い合わせください。 
 
instagram フォロー・ミー♡🙇 ♀→
@happinesstime.yoga 
（DM からも！！） 
または、公式ライン（ご登録お待ちしてます） 
または、keeko0714@gmail.com 

保田しおさい学校学習会２０２２テーマ：子どもの学びと健康 
 
学びながら健康回復を目指す保田しおさい学校の保田しおさ
い学校での子どもの姿から健康と学びについて知る。 
 
日程 10 月 22 日（土）14 時〜16 時 
会場 エコライフプラザ（立石図書館）研修室 
講師 塩澤雄一氏（葛飾区立総合教育センター長・ 

前教育長） 
参加費無料 

問い合わせ 保田しおさい学校 0470（55）1110 

WEB版 
稼働中 

オンライン＆オフラインでママ向けや親子向けのイベントを開
催している親子コミュニティ「ハハモコモひろば」です。 
〈10月のスケジュール〉 
◆オンライン◆ 10:00〜10:30 
▽10/6（木）9:15～9:45 子ども靴の選び方講座：参加無料 
※靴選びのポイントをしっかり学べます。 
▽10/17（月）10：00～10：30 おうちプレようちえん：参加無料 
※０歳から未就学児を対象とした親子参加イベントです。 
◆オフライン◆ 
▽10/16(日) 10:30~11:30  葛飾区たつみ憩い交流館１階和室 
バランスボールレッスン＠新小岩 参加費：1300円 
＊理学療法士＆産後ママと赤ちゃんのココロとカラダ育成塾主宰の小
宮山さんと一緒に体を動かして、心も体もリフレッシュしましょう！ 
 
各イベントの詳細・お申込みはQRコードへ。 
ブログ・FB・インスタグラム 
「ハハモコモひろば」で検索！！ 
 


