
 

 

   

      
   
 
 

 

News Letter イベント情報 

2022 年 12 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） 
12 月 6 日(火) クリスマスリースを作って飾ろ 
12 月 20 日(火) クリスマスおはなし会 

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。 
 
12 月のスケジュール 

◆オンライン（Zoom）◆ 

⚫12/1（木)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) 

 ⚫12/19（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) 

 

◆オフライン◆ 

  ⚫12/3(土) 10:00〜11:00   

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 

  
 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。 

 

『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 12 月予定】 
12 月は 『クリスマス』 がテーマ❢❢ 

みんなが待ちに待ったクリスマス✨ 

一緒に楽しみながら当日を迎えましょう♪ 

◆１２月６日（火） １０：５０ ～ １６：００ 

        『アドベントカレンダーを作ろう』 

◆１２月１３日（火） １０：５０ ～ １６：００ 

 『尿素を使ってクリスマスツリーを作ろう』 

◆１２月２０日（火） １０：５０ ～ １６：００ 

 『お菓子の家を作ろう』 

 

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。 

 

🌟1/29（日）～1/30（月）『雪あそび & スキー 北軽井沢 

お泊り交流会』のご参加者様も募集中です⭐ 

 

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） 

ご参加お待ちしております。 

マッサージとリトミック 
0 歳児💕3 歳児まで💕 
0 歳児〜3 歳児(歩けるようになったらリトミック 
中心です) 親子の触れ合い 🤗 親子でリフレッシュしましょ  
 
12 月 10 日(土) 

わらべうたベビーマッサージ&ベビーリトミック  

🍬10:00～  🍬11:00〜 (ふたつのプログラム) 

歩く前の赤ちゃんまで 

 

12 月 18 日(日) 歌遊びリトミック 

 🍬10:00～  🍬11:30〜  🍬13:30〜 

歩けるようになったら 1.2.3 歳 

 
保育士、わらべうたベビーマッサージ認定講師 
歌遊びベビーリトミック認定講師 
体操リトミック認定講師 
音楽療法インストラクター、 
社会福祉主事、 
心理カウンセラー 
YAMAHA 銀座店公認音楽教室 

鈴木宏子 
場所 亀有地区センター 
(ヨーカドー7 階) 参加費 初回 500 円 ２回目以降 1000 円 
問い合わせ先  
メロディパレット melody.palette.yamaha@gmail.com  

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 12 月 5 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 12 月 9 日(金)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   

 

 

「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 
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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。 

 

フライヤー版ミニマップ
次回は金町？！ 
一緒に作りませんか？ 

＊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。 

 

IG、FB、Twitterも 

【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(12 月は 26 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。） 
 

心と身体を整えよう！コラボ無料イベント♡ 
「ママとベビーのヨガとママの自己肯定感」 
 
【親子で笑顔になるベビーヨガ】子育てはマニュアルど
おりにいかなくて当然！イライラもするし、心も身体も
日々クタクタ💧 
どうしても自分のケアが後回しになってしまうママ、ベ
ビーと一緒に身体を動かして心も身体もスッキリしま
しょう！まずは、ママが笑顔になるお手伝いをさせてく
ださい♡ 
担当 Happinesstime代表 寺北恵子 
 
【ママ自己肯定感を高めて子育てにいかそう！】 
ネガティブに捉えがちで、子育ても夫婦関係も毎日モヤ
モヤしているママが、物事を前向きに解釈し積極的に行
動して、「楽しい」と思える毎日を過ごせるようになり
ます。 
そしてお子さんの自己肯定感につなげていく関わり方
ができるようになり、ママとお子さんが豊かな人生を歩
んでいくための方法をお届けします♡ 
担当 Symboltree代表 田村韻子 @aki_symbol_tree
（Instagram） 
 
・日程 12月14日（水）10:00〜12:00 

（10:00〜10:30親子ヨガ・ 
10:40〜11:40講座・〜12:00ご歓談） 

・料金 無料 
・場所→トータルボディケアOFLIFE 
（葛飾区立石6-30-8 サンリブ青戸3階 ベビーカー・ 
お荷物などお手伝いします！着きましたらご連絡くだ
さい。） 
 
・持ち物 動きやすい格好・飲み物・いつものお出かけ 

セット・筆記用具 
・先着 5名 
 
お申し込み→QRコードまたは、 
@happinesstime.yoga 
（InstagramのDM） 
またはkeeko0714@gmail.com 
 

お気軽にご参加ください♡ 
 

「子ども・子育てフェスタかつしか 2022」終了しました！ 
10 月 29 日(土)〜11 月 6 日(日)のフェスタウィークに、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、多くのみなさんにご来場いただきました。ありがとうございました 

ママとベビーのヨガ＆ヨガレッスン12月日程 
ベビーちゃんと一緒に身体を動かしたり、他のママ達とも
情報交換しませんか？？ 
 
対象→産後1ヶ月検診が終わったママ&ベビーちゃん 

〜2歳前くらいまで。 
場所→トータルボディケアOFLIFE（立石6-30-8  

サンリブ青戸3階）青砥駅近く100均ローソンの上 
5・12・19（Xmasイベントあり！）・26日 
時間→10:45〜11:45〜親子サロン 
レンタルマット（無料）あります(^^) 
◎同日、9:45〜10:45 カラダスッキリヨガ（大人メイ
ン）開催！！お問い合わせください。 
  
★水曜クラス★青戸地区センター３階葛西庵（和室） 
７日（水）時間→9:30〜10:30 体験1000円 
ヨガマットまたはバスタオルをお持ちください。 
◎同日、10:45〜カラダスッキリヨガ（大人メイン） 
も開催！！ ※土曜クラスもあります(^^) 
 
どちらも、お着替えスペースあります(^^)持ち物は、飲み
物・動きやすい格好・【ベビーのクラスは→】ベビーちゃ
んのミルクまたはオムツなど。 
 
instagramフォローお待ちしてます
→@happinesstime.yoga 
★Happinesstime★（ハピネスタイム）寺北 
お申し込み&お問い合わせ keeko0714@gmail.com 
または、公式ライン（ご登録お願いします♡） 
または、instagramのDMから、お願い致します。 
 


