
 

 

   

      
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 

News Letter イベント情報 

2023 年 3 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） 
3 月 7 日(火) 立体おりがみ「ハニカミボールを作ってみよう」 
 
 

 
 

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？ 
①音楽あそび 3 月 6 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） 
②親子ヨガ 3 月 10 日(金)10:00～11:00 
（対象：0 歳～未就学児）持ち物：飲料 
③親子リフレクソロジー3 月 23 日(木)10:00～11:00
（対象：0 歳～未就学児）持ち物：ボディクリーム類、 
バスタオル  
★②と③はオンライン参加が可能です！ 
参加費：無料  場所：希望の家（青戸 4-14-15） 
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」 
「子どもの権利条例」と子ども夢パーク 
「かわさき子ども夢パーク」は、子どもが自分の責任で自由に遊
び、学び、つくり続けていく子どもの居場所です。「川崎市子ど
もの権利に関する条例」制定と、その理念を基につくられた「か
わさき子ども夢パーク」設立に関わったお話しを聞きます。 
◆日時：3月21日(火・祝) 13：30〜15：30 
◆会場：青戸地区センター４F・ホール 
◆対象：中学生以上 50人 
◆講師：山田雅太さん（子どもの権利フォーラム顧問）  
◆保育：無料2歳以上の未就学児6人(先着順) 
◆受講料：無料 
≪申込方法≫先着順Googleフォーム 
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)  

『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３月予定】３月は「初春」がテーマ❢❢ 
◆３月７日（火）１０：５０ ～ １６：００ 
『らでん工芸を楽しもう！』※螺鈿（らでん）とは、貝の真珠層
を使って装飾を行う技法のことです。 
◆３月１４日（火）１０：５０ ～ １６：００『デコ寿司づくり』 
◆３月２８日（火） １０：５０ ～ １６：００ 
『春柄のコンパクト箪笥を作ろう』 
 
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）ご参加お待ちしております。 
	 
 

上映会「ゆめパのじかん」「やってみたい」がいっぱいある。

子どもたちの遊び場「川崎市子ども夢パーク」＝通称「ゆめパ」。

遊んで、転んで、立ち止まって…誰もが安心して自分らしく過ご

せる居場所で育まれる、子どもたちのかけがえのない“じかん”

を情感豊かに描いた珠玉のドキュメンタリー。 

日 時：3 月 21 日(火・祝) 

 10:30（開場 10:00） 

会 場：青戸地区センター4F・ホール 

参加費：1000 円（中学生以下無料） 
主 催：かつしか子育てネットワーク／ 
かつしか子ども・若者応援ネットワーク／ 

かつしか子ども食堂・居場所づくりネットワーク 

≪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 

「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 

〜０・１・２・３才児おやこの居場所「あっぷっぷ」〜
「乳幼児親子ワークショップ」わらべうたであそぼう 
「なべなべ♪」や「かごめかごめ♪」の他にも昔から子どもたち
の中で遊び伝えられている「わらべうた」はたくさんあります。
みんなで「わ」になって遊びましょう！ 
日時：３月8日(水)10:30〜11:30 

会場：かつしか子ども劇場・広間(立石2-3-5) 

◆講 師：清田麻衣子さん(元保育士) 

◆参加費：500円 ◆定 員：先着10組 

【申込方法】次の事項を書いてメールを 
してください：件名「わらべうた」氏名・住所・TEL・子ども

の年齢【申 込 先】NPO法人かつしか子ども劇場 
kogeki.katusika@gmail.com 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                     
 
 
 

   
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

【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(3 月は 27 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 
 
 

【親と子の自己肯定感支援室 Olive】  
子育てサロン「Salon de Olive」   

お子さんを遊ばせながら、パパママ 
達も楽しく交流しませんか？  

毎月第２・４水曜日（3/8・22） 
10：00-11：45  参加費無料 お申込 QR 
新小岩地区センター２F 和室（新小岩 2-17-1）  
◇第２水曜日：リトミック 11：00-11：30  
◇第４水曜日：読み聞かせ 11：00-11：30  
 
「アンガーマネジメントキッズ講座」  

怒ってもいいんだよ。子ども自身がイライ
ラのコントロール術をカラフルなテキスト
を使って楽しいワークをしながら学びます。 
日時：2023/3/18（土） 
①09：30～10：20 ５歳～小学２年生    
②10：30～11：30 小学３～6 年生  
場所：新小岩地区センター３F 第２会議室  

参加費：500 円（テキスト代別途 200 円） 講師：白尾恵美 
（日本アンガーマネジメント協会キッズインスタラクター） 
 
「歌う・演じる・伝え合う キッズワークショップ」  

春休み企画！人前で自分らしく表現できる子どもを目指しま
す。歌・音楽、演劇、メンタル各分野の専門講師３人の楽しく
学ぶ実践的ワークショップです。  
日 程： 3 月 31 日(金) 16：00～17：30  
会 場：びゅうリエット新小岩 
（新小岩 2-1-8） 参加費: 3,000 円 
対 象：５歳から小学６年生 15 名まで 
 
お問合せ：親と子の自己肯定感支援室
Olive☎070-3120-7471✉olive2021goodnews@gmai.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：無料 

申込先：カナマチぷらっとの 

ホームページより（QR コード） 

 

3/5（日）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～） 

3/12（日）「新米パパの知って得するステップアップ講座」 

①10:00～10:45 ０歳～１歳のお子さんとパパ・プレパパ対象 

②11:00～11:45 １歳～３歳程度のお子さんとパパ対象 

3/19（日） 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 ）  

 3/21（火・祝） ①10:00～10:45 ②11:00～11:45 「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） 

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。 
   
〈3 月のスケジュール〉◆オンライン◆ 
▽3/16（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。 
 
▽3/27(月)10:00〜10:30 
おうちプレようちえん:参加費無料 
※家からプレ幼稚園気分で親子で楽しめる 30分。0歳〜参加 ok。 
 
他にもオンラインイベント準備中〜 
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 「ハハモコモひろば」で検索！！ 

葛飾区を中心に産後ヨガレッスンを開催してます。 
Happinesstime&ハピネスタイム親子サロンです。 
お子様を連れて、身体を動かして体の不調を改善しませんか？？ 
対象→産後1ヶ月検診が終わったママ&ベビーちゃん〜2歳くらい
まで（2歳さん〜、ご相談ください♡） 
 
ママとベビーのヨガ&親子サロン【３月】 

★月曜クラス★トータルボディケア OFLIFE  
◎６・１３・２０・２７日 時間→１１時〜１２時くらいまで。 
１２時〜親子サロン 軽食持参オッケーです🙆 ♀レンタルマット         

（無料） 
★水曜クラス★青戸地区センター３階 御殿山（和室） 
◎８・２２日 時間→9:30〜10:30 
ヨガマットまたはバスタオルをお持ちください。 
※体験→1000 円（水曜クラスのみ） 
 
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・ベビーちゃんのミルクまたはオムツなど！！ 
 
Instagram→@happinesstime.yoga 
 
ご予約お待ちしております♡(*^^*) 
keeko0714@gmail.com 
または、QRコードから！ 
または、Instagram の DMから！！ 
★Happinesstime★寺北 
 

リトミックやわらべうたベビーマッサージ 💕親子で、幸せホルモン。楽しいプログラムに、なっています。 
 

【0才児さん】 
3/12（日）10 時〜 
🌷わらべうた 
ベビーマッサージ 
3/12（日）１１時〜 
🌷リトミック 
 
参加費 1000 円 
ふたつ参加は 1500 円 
 

【1 歳から】 
🌷歌遊びリトミック 
3/19 （日）１０時〜 
1.2.3 歳児 
 
🌷ダンス体操リトミック 
3/19（日）１１時〜 
4.5 歳児 
参加費 1500 円 
 

各年齢は、月齢により、かわりますが、各 4組限
定ですすでに満席の場合は、 
キャンセル待ちに、なります。 
よろしくお願いいたします 
 
場所 亀有南口地区センター 
 
問い合わせ先メロディパレット 
melody.palette.yamaha@gmail.com 又は QR へ 

 


