
 

 

   

      
   
 
 
 

News Letter イベント情報 

2022 年 11 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才児のおやこの居場所～ 

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: kogeki.katusika@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） 
11 月  1 日(火) だれの卵かな 
11 月 15 日(火) 木の実であそぼ〜 

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 11 月 7 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 11 月 11 日(金)10:00～11:00 

（対象：0 歳～未就学児） 

親子リフレクソロジー11 月 24 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。 

 
【葛飾まなビーバー １１月予定】 
１１月は 『○○な秋』 がテーマ❢❢ 
今月は一緒にスポーツ・芸術・紅葉の秋を楽しみましょう♪ 
 
◆１１月８日（火） １０：４５ ～ １６：００ 

『スポーツの秋：体を思いっきり動かそう』 
◆１１月１５日（火） １０：５０ ～ １６：００ 

『芸術の秋：スクラッチアートをしよう』 
◆１１月２２日（火） １０：５０ ～ １６：００ 

『紅葉の秋：水元公園で紅葉狩りをしよう』 
 

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） 

０・１・２・３才児おやこの会「あっぷっぷ」企画 

「親子ヨガ体験」 
肩こり、腰痛、寝不足、産後の気になる症状はないですか？ 
ヨガをとおして、ベビーちゃんと一緒に心と身体と整えてい
きましょう。ヨガが初めての方も大歓迎です(*^^*)寺北恵子 
 

◆日 時：11 月 8 日(火)10:30〜12:00 12:00〜交流会 

◆会 場：立石地区センター別館・多目的室 

◆対 象：０〜３才児親子（先着 10 組） 

◆参加費：500 円 

◆講 師：寺北恵子さん（ヨガインストラクター） 

◆定員になり次第〆切です 

◆申込方法 次の事項を書いてメールしてください。 

件名「親子ヨガ体験」・氏名・住所・TEL・お子様の年齢 

◆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無料のお弁当をお渡ししています。 

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 

0 歳児〜3 歳児(歩けるようになったらベビーリトミック中
心です) ♥親子の触れ合い 元気がほしいときに音楽のチカ
ラを🤗親子でリフレッシュしましょ❗  
 
日時 ♥11 月 24 日(木)10:15～11:30 
(ふたつのプログラム) 
歩く前の赤ちゃんまで 

13:30～14;15(1.2.3 歳歌遊びベビー 
リトミック)歩けるようになったら 
 
♥11 月 27 日(日)10:15～11:30 
(ふたつのプログラム) 歩く前の赤ちゃんまで 
13:30～14;15(1.2.3 歳歌遊びベビーリトミック) 歩けるよ
うになったら 
 
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 

妊婦さんのひろば 

妊娠中これを体験することでお産も子育ても安心につな
がる、そんなワークをします。 
日時： 11 月 9 日（水）10 時〜11 時 30 分  
      ＊毎月第 2 水曜開催 
場所  ：カナマチぷらっと 第 2 集会室 
参加費：無料 
 
問い合わせ先： 
へその緒の会  
浅井あきよ  
hesonoo1103@gmail.com 



 
 

 
                      

   
  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

News Letter イベント情報 

2022年 11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。 
 

 

【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!詳しくはインスタへ。参加無料。できればご
予約ください。 
開催日時：毎月最終月曜(11 月は 28 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 
 
 

☆葛飾区開業助産師チームtorasann 
 
【夫婦指圧整体】頭痛、腰痛、肩こりなどご夫婦でお家で出来
るセルフケアを学びませんか？すぐ出来るプロの技を、針灸あん
ま師、整体師の先生に教えていただきます。 
日時：１１月２０日（日）９：３０～１１：３０ 
場所：ウイメンズパル３階和室  参加費：１組６０００円 
 
【卒乳のお話】卒乳を考えている方もまだの方も、そもそも卒
乳って何？って方も。助産師とお話しましょう。今月は江原助産
師が担当です。 

日時：１１月２５日（金）１０：００～１１：００ 
場所：ウイメンズパル３階和室 
参加費：１人１５００円 
 
問い合わせ先：葛飾区開業助産師 
チームtorasann 公式ライン 

「子育て・暮らし、何でもコメント BOX」 
子育て暮らしに忙しいママのための何でもコメント
BOX です。一人で抱えていることがあればいつでもど
うぞ。気づきにつながるコメントを返信します💕 
 
ご自分のご都合で 24 時間、 
いつでも書き込み OK 
利用無料 
 
＊Google フォームに飛びます。 
念のため、メアドも・・ 
hiraku.life@gmail.com 

「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。楽しい企画が満載！みなさん、来てくださいね！ 

WEB版 
稼働中 

オンライン＆オフライン（新小岩・亀有など）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。 
 
１１月のスケジュール 
◆オンライン（Zoom）◆ 
⚫11/4（金)子ども靴の選び方講座 

10:00~10:30 参加費無料(どなたでも参加可) 
⚫11/23(木) IT リテラシー入門講座 

21:00〜21:30 参加費無料（どなたでも参加可） 
⚫11/28(月)おうちプレようちえん 

10:00〜10:30 参加費無料(0 歳〜参加可) 
●11/30(水)おうちプレようちえん＠ともえスクール親子ひろば 

10:00〜11:00 （参加費無料） 
ともえスクール親子ひろばにハハモコモひろばのおうちプレようちえ

んが出張開催。子乗せ自転車の乗り方などルールについても一緒に学

べます♪ 

◇亀有◇ 
⚫ 11/3(木) 子ども・子育てフェスタかつしか 2022  

@アリオ亀有 【手がた足がたアートバック作り】ブース出店 
10:00~16:00 １枚５００円 事前予約優先 
 
◇新小岩◇ 
⚫ 11/27(日) ハハモコモまつり  

＠たつみ憩い交流館１階 10:00〜14:00  
事前予約又は当日予約制。入場無料。 
家族で楽しめるブース＆ママも楽しい 

ブースが６ブース集結します。 

 

各イベントの詳細・お申込みは QRコードへ。 

インスタグラム・ブログ・FB「ハハモコモひろば」で検索。 

11/9（水）10:00〜12:30 くらいまで。 
場所→トータルボディケア OFLIFE（青砥駅近く！
立石 6-30-8 サンリブ青砥３階） 
 
産後ヨガ＆子育て世代のお金の貯め方講座とのコ
ラボイベントを開催します。参加費無料です！！ 
 
【ベビーを笑顔にするのは、まずはママが笑顔にな
ること♡】 
❤骨盤底筋や出産で受けた産後の身体のダメージの
ケア 
❤ストレス解消＆リラックス✨ 
❤運動不足解消！！ 
❤ママ達の情報交換や不安解消の場所として！ 
そして、産後に不安が押し寄せがちなお金のこと！！！ 
☑絶対に貯まる！家計管理のコツ 
☑ココを押さえて！人生３つの貯め期 
☑毎月◯◯円ずつ貯金が NG なワケなどなど。 
『明日からすぐ使える家計管理術♪♪』が聞けちゃ
います。金融商品の勧誘などは、ありませんのでご
安心ください♡ 
※参加人数が限られておりますので、ご興味ある方
はお早めに♡お気軽にご参加くださいね！ 
ご予約お待ちしております(^^) 
 
★Happinesstime（ハピネスタイム）★ 
Instagram→@happiness.yoga の DM または、
keeko0714@gmail.com 
 


