
 

 

   

      
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

News Letter イベント情報 

2023 年 1 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） 
1 月 17 日(火)  お正月あそび 

✨わらべうたベビーマッサージとベビーリトミック 
（0 才児とはいはいまでの 1 歳児） 
✨歌遊びリトミック 
（歩けるようになった 1 歳から３歳） 
♥親子の触れ合い 親子でリフレッシュしましょ❗ 

 
 わらべうたベビーマッサージとベビーリトミック 

♥1 月 20 日(金)10:15～11:15 頃まで 

（0 才児とはいはいまでの 1 歳児） 

❤1 月 22 日(日)10:15～11:15 頃まで 

（0 才児とはいはいまでの 1 歳児） 

歌遊びリトミック 

♥1 月 24 日(火)10:15～11:00 頃まで 

（歩けるようになった 1 歳から３歳） 

♥1 月 28 日(土)10:15～11:00 頃まで 

（歩けるようになった 1 歳から３歳） 

♥1 月 29 日(日)10:15～11:00 頃まで 

（歩けるようになった 1 歳から３歳） 

場所 ✴亀有地区センター 
(ヨーカドー7 階)  
✴20 日のみ、 
亀有北集い交流館 

北口サミットそば（駅から２分） 
参加費 初回 500 円 
２回目以後 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。

ゆったり過ごしてリフレッシュしませんか？ 
親子リフレクソロジー 1 月 26 日(木)10:00～11:00

（対象：0 歳～未就学児） 

場所：希望の家（青戸 4-14-15） 

持ち物：ボディクリーム類、バスタオル  

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 

わがまち楽習会「子どもの権利に関する連続講座」 
「子どもを『お客さん』にしない方法」 
〜葛飾で子ども参加を進めるために〜 
子どもたちの声（子どもの権利アンケート）を基に 
子どもの権利条約の視点から子どもが参加する 
「まちづくり」を考えます。 
◆日時：１月２２日(日) 10 時〜12 時 
◆会場：立石地区センター別館 集会室 
◆対象：中学生以上 30 人 
◆講師：林 大介さん 

（子どもの権利条約ネットワーク事務局長） 
◆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≫ 先着順  
Google フォーム（QR コード）から申し込んでください 
【問合せ】◆かつしか子育て 
ネットワーク  
k_childnet@yahoo.co.jp 
◆生涯学習課  
TEL 5654-8512 (直通)  

【あそびのワークショップ】「あそびの中で育つ力」 
「あそぶ」ってどういうこと？がテーマ。 
座って聞く、遊び方講座ではなく、大人同士が共にあそ
びあい体感する関わりいっぱいのワークショップです。 
◆1 月 29 日(日)午前 10 時〜12 時 

◆立石地区センター別館・多目的室 

◆講 師：平川恭子さん（アフタフ・バーバン） 

◆対 象：幼児(2 才〜就学前)の親 15 人 

◆参加費：500 円   

◆保 育：2 才〜就学前のお子さん 6 人 
 
【申込方法】（先着順） 
次の事項を書いてメールしてください 
件名「あそびワーク」・氏名・住所・TEL 
保育の有無(子どもの名前・年齢) 
◆申込先 NPO法人かつしか子ども劇場QRコードから 
 
 

ママとベビーのヨガ＆ヨガレッスン 1 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。※土曜クラスもあります(^^) 
★月曜クラス★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 
16・23・30 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（大人だけのクラス）も開

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階御殿山（和室） 
18・25 日 時間→9:30〜10:30 体験 1000 円（水曜クラス）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（大人だけのクラス）も開催！！ 
 
どちらも、お着替えスペースあります(^^) 持ち物：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♡） 
   

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                     
 
 
 

   
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

【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!参加無

料。できればご予約ください。参加の方限定 OF LIFE さん特別

プランがあります！詳しくはインスタへ。 

開催日時：毎月最終月曜(1 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 
 
 

「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 

WEB版 
稼働中 

葛飾区の子葛飾区の子育て応援団 
ノースコミューン TOKYO の親子で楽しめる講座。 
 
すべて事前予約制（当日、 
空きがあれば参加可能） 
会場 ：カナマチぷらっと 
参加費：500 円 
申込先：カナマチぷらっとの 
ホームページより（QR コード） 
 
1/7（土） 10:30～12:00 

「はじめてでも簡単に作れちゃう！？  
親子バルーンアート講座」（パパ、ママ、3 歳～） 

 1/15（日） 10:30～12:00 
「親子で作って遊んで楽しむ工作講座」  
（パパ、ママ、3 歳～小学生） 

1/21（土） 10:30～12:00 
「赤ちゃんから親子で楽しめる、なるほど絵本講座」
（パパ、ママ、赤ちゃん～未就学児 ）  

1/29（日） 10:30～12:00 
「パパもママも大好きになる、服を着たままできる

ベビーマッサージ講座」（パパ、ママ、0～3 歳くらいまで） 

 
 

 

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。 

 

〈１月のスケジュール〉 

◆オンライン◆ 

▽1/12（木）10：00～10：30 

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。 

▽1/23（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。 

 

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！！ 

 
子どもを知る自分を知るセミナー＆ミュージックライブ 
子育て中の方、教育に携わっている方、人間関係に 
問題を感じている方、どなたでもセミナーに参加 
いただけます。 
日程  1 月９日(月祝) 10：30〜12：30 

2 月２３日（木祝）10：30〜12：20 
会場 1/9：新小岩地区センター４F ホール／ 

2/23：にこわ新小岩２F 多目的ホール  
キッズプログラムもありますので、 
セミナー中は集中できます 
 
申し込みメールアドレス :  
 jlifestyle@gmail.com   
参加費: １回 2,000 円、 

2回 1,000 円 
お申込先着順 

『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１月予定】１月は『新年』がテーマ 
 
◆１月１０日（火） １０：５０ ～ １６：００ 
『お餅つきをしよう！！』 
 
◆１月１７日（火） １０：５０ ～ １６：００ 
『干支のちりめんストラップを作ろう』 
 
◆１月２４日（火） １０：５０ ～ １６：００ 
『手づくり凧を作って飛ばそう』 
 
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。 
 

第 7 回はばたけ葛飾ボッチャ大会 
葛飾区内のボッチャの交流の場・競技の場を提供し、 
ボッチャの輪を広げます。 
 
日程 2 月 11 日(土) 午前の部９：２０〜  

午後の部１３：２５〜 
会場 末広小学校体育館 
９：２０〜「フレンドリー部門」小学生以下の子ども 

及び子どもを含むチーム  
１３：２５〜「オープン部門」制限なし 
 
申し込みメールアドレス : nw.miyazawa@gmail.com  
申込み FAX 番号 : 03―3838―2229   
Google フォーム準備中 
 
参加費: フレンドリー部門 500 円、オープン部門 2,000 円 
１月 27 日締切・申し込み多数抽選 


