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22. こどもの発達とあそびの実践
こどもの発達はひとりひとり違いま
す。少し気になる所があっても遊びを
通して促していくことができます。
お子さんは遊びながら相談可能です！

多機能事業所  ふあり
ふありでは乳幼児期から
小学生まで継続してお子
さんひとりひとりの発達
支援を行っています。
相談も随時受付中です。

Tel  047-304-8808 
Mail  huali@jcom.home.ne.jp 

21. 全国友の会　浦安方面
子供の生活リズム、食事、お弁当、手
作りおもちゃや子供とゆっくり過ごす
時間を作るためのお母さんの工夫をご
紹介します。

全国友の会浦安方面
家庭生活の基礎である衣
食住、家計、育児を学び
合います。
公民館からの依頼講習や
鍋帽子、おやつ講習会な
どを開催しています。

URL http://www16.ocn.ne.jp/~ichitomo/urayasu/urayasu.htm
Tel 047-315-2795

26. 子育て応援フリーマーケット
生活＆子育て GOODS のフリーマー
ケットやママの手作り品の販売。
i-net による施設や保育、産褥期支援、
家庭訪問等の支援サービスもご紹介。

NPO 法人 i-net
子育てサロンや一時預か
り、野外保育、家庭訪問
型支援（ホームスタート・
保育・産褥期）、情報配信
等、主に乳幼児期の子育
てを応援しています。	
URL http://npo-i.net
Tel  047-350-8615

25. おやこの広場・ほこほこ 
子育て応援団としてのほこほこの活動
を紹介します。
子育てサロンで人気のおもちゃと一緒
に、スタッフがお待ちしています。

おやこの広場・ほこほこ
メンバーは浦安市子育
て・家族支援者養成講座
修了生。東野児童セン
ター・第 8 区自治会集
会所で子育てサロンを開
催しています。

Tel         090-4537-0695( 横川 ) 
 

24. 浦安市の子育て支援情報
子育て支援事業など、浦安市の子育て
情報を紹介します。また、子育てに関
する質問など、子育てケアマネージャー
にお気軽にお声かけてください。

浦安市こども部
～このまちで育ててよ
かった。育ってよかった～
そう言えるまちになるた
めに。子ども部の思いと
し子育て支援に取り組ん
でいます。

URL http://www.city.urayasu.chiba.jp/
Tel            047-351-1111

29.J：COM 浦安
ケーブルインターネット ZAQ のキャ
ラクター「ざっくぅ」が遊びにくるよ！
「ざっくぅ」グッズが当たる抽選会も
あります！

（株）ジェイコム千葉 浦安局
J：COMならお申込みか
ら開通まで最短 4 日！
テレビ、インターネット、
電話まとめてお得！

URL  http://www.jcom.co.jp

28.「ディズニーの英語システム」
ブースでは「ディズニーの英語システ
ム」の無料サンプルと、オリジナルの
「お風呂でABCえほん」をプレゼント！	

ワールド・ファミリー（株）
乳幼児向け教材「ディズ
ニーの英語システム」と
会員制サポートシステム
「ワールド・ファミリー・
クラブ」をご提供してお
ります。

URL http://world-family.co.jp/dwe/ 
 

27. 英語での子育て相談会
小学校の英語必修開始で幼少からの英
語教育が注目されています。
英語の子育て教材や英語子育ての相談
に乗ります。是非お立寄り下さい。

みんなの英語団体あおぞら
浦安市内の施設で親子、
子供英会話教室やイベン
ト運営をしている団体で
す。英語子育て、生涯学
習を応援します。

Tel 080-3312-1928
Mai  aozora.eigo.enjoy@gmail.com

32.NPO 法人タオ
若潮公園のあったかぼっこ名物メロン
パン、ラスクの販売と、障がいをもつ
方達が作ったアイデア溢れるソックモ
ンキーを展示します。

NPO 法人タオ
障がいを持つ方への就
労支援をあったかぼっ
こ、ひだまりカフェ、こ
かげ、絆、浦安ワークス
テーション内で行ってい
ます。	

URL http://npo-tao.com/
Tel  047-720-0069

31. 出張カフェ・デ・あいらんど
当代島公民館にあるカフェ・デ・あ
いらんどからの出張カフェです。クッ
キーやシフォンケーキ、コーヒーの販
売をします。

NPO 法人あいらんど
障がいを持つ方の生活訓
練と、カフェや焼菓子製
造・販売等の日中活動の
支援、そして今年度より
グループホーム事業も始
めました。

Tel 047-351-1103
Mail ailand@bz03.plala.or.jp

30. 賢い能力開発子育て体験相談会
思いやりがあり賢い子に育てる為の秘
訣を公開します。ワクワク楽しい目か
らウロコのレッスンは必見で、他では
見ることができません！

七田チャイルドアカデミー新浦安教室
浦安地区で 23年。一番
長く実績のある幼児教室
です。世の中の役に立つ
人になることを目標に、
親子で楽しく通いお友達
も増えます。

URL http//www.uno-kaihatsu.co.jp
Tel  047-355-3399

23. にこにこ・わくわく・公立幼稚園
公立幼稚園の教育内容や預かり保育な
どの子育て支援事業内容をご説明しま
す。

浦安市公立幼稚園
浦安市には 14 の市立幼
稚園があります。14 の
幼稚園は小学校や保育園
との連携に努め、預かり
保育等の子育て支援にも
力をいれています。

Tel  047-380-8800
Mail hotoda.mieko@city.urayasu.lg.jp
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1. 安産ママのリフレクソロジー教室
サ１　11:30　日本助産師リフレクソロジー研究会
自然で安全な出産を迎えるために、助産師に
よるリフレクソロジーの体験と、自宅ででき
るセルフケアの方法をお話します。12週以降
の妊婦対象。予約可（080-1000-9825）。

2. 親子で楽しむホームパーティー
サ２　 11:45　マリナーゼインテリア
お誕生日、季節のイベントなど親子でおもて
なしを楽しめるパーティーコーディネートの
テクニックとアイデアをお伝えします。1,000
円。予約可 (090-9142-0608)。

3. 親子で学ぶはじめてのお片付け
サ２　① 14:15 ② 15:00　千葉県 IC 協会
インテリアコーディネーター（IC) が提案する
0才からのお片付け。子どもの成長に合わせ
て整理・収納のコツを親子で学び体験します。
予約可 (info@icchi-jp.com)。

4．きれいな字と道具の使い方を学ぶ
サ３　12:00　ブーケ・ド・フルール
毛筆又は硬筆を選んでいただき、お手本を元
に姿勢や筆の持ち方に注意しながら、一緒に
書いて学びます。100 円。予約可 (047-350-
8780)。

5.ママの心リフレッシュ体験
サ３　13:30　カウンセリングルーム  Ｋ
毎日忙しいママさん。一人の女性として心の
中のもやもや、不安、イライラを話してスッ
キリしませんか。心も時々デトックスして元
気に過ごしましょう。予約可(047-720-3955)。

6. イクメンパパのベビーマッサージ
サ５ 　13:15　 HAND to HEART
パパの大好きな手でやさしくベビーマッサー
ジ。歌遊びやタッチングでパパとベビーのス
キンシップ・タイムを楽しみ、強い絆を作り
ましょう！200円。予約可(080-5177-9488)。

７．親子一緒に足遊び 
サ５ 　14:45   HAND to HEART
足を使っていますか。大地を踏みしめて人生
を歩いて行ってほしい。そんな思いで、親子
で足で遊んで、フットマッサージをしてみま
しょう !!100 円。予約可 (080-5177-9488)。

8. ベビーサインってなんだろう？
サ６　 12:15　ベビーサイン 1・2・3
赤ちゃんと手話やジェスチャーでお話しする
育児法をリトミックやふれあい遊び、クイズ
を通して親子で楽しみながら知ろう！
要予約 (090-2312-1780)。

9.育自のための小さな魔法 IN浦安
サ６　 13:30　育自の魔法・浦安
自分を見つめお互いの話を聞き合い心が元気
になる体験型講座。お父さんも大歓迎。
参加費 2000 円（先着 15名）。託児 1人 500
円（	先着 8名）。予約可 (090-6160-1410)。

10. 親子で元気にフラダンス！！
小ホ 　 11:30　ケアラオカワイフィラ
親子で楽しく元気にステキなフラダンスを踊
ります。3才から小学生のかわいい子供たち、
子育て中のママたち、いやされるハワイアン
で南国を感じて下さい。

11. 英語で子育て！つきあい方講座
小ホ　 12:45　英語サークルあおぞら
小学教育での英語必修化、開始低年令化を受
け、英語子育てのつきあい方、向き合い方に
ついてお話ししていきます！
予約可 (080-3312-1928)。

12. 七田（しちだ）チャイルド子ども発表会
小ホ　14:00　七田チャイルドアカデミー
しちだ式で賢く育っている子ども達の能力の
素晴らしさをライブで見ることができます。
子どもの創造力、記憶力、英語力は必見です。

13. 森のようちえんをのぞいてみよう
中ホ 　12:30　NPO 法人 i-net
園舎を持たず、自然の中での保育を通じて、
子どもの生きる力を育む「森のようちえん」。
活動の様子（記録映像・画像）や参加家庭の
声を交えてご紹介。予約可（047-350-8615）。

14. 子連れで楽しめるママゴスペル♪
中ホ 　14:00　ブリリアント★スターズ
歌う事が大好きなママ達が子連れで楽しめる
ゴスペルサークルです。思い切り歌ってスト
レス発散！メンバーも随時募集しています。
体験お気軽に。

15. 親子で楽しくクラシック！！
中ホ  15:00　施設利用振興公社
親子で楽しめるクラシックコンサート。
Ciel（シエル）の皆さんが、楽しく美しい音
楽を奏でてくれます。
ぜひファミリーでどうぞ！！

16. 親子サーキット
大ホワイエ   13:00　施設利用振興公社
平均台や、とび箱などで楽しくカンタンにカ
ラダを動かそう！
パパやママも一緒にどうぞ！！

17. 親子で一緒にレッツダンス！
練習室 　12:00　Pop Kids
アニメソングに合わせ親子で一緒にダンスや
リズム運動を楽しみましょう。
予約可 (090-8081-6054)。	
http://pop-kids-dance.com/

18. 子育てママの姿勢と歩き方講座
練習室 　 13:00　ポスチュアスタイリスト岡野真美
子育て中の姿勢と歩き方を見直して心も体もリフ
ト UP しましょう。猫背改善、骨盤の引き締め、
筋力 /ヒップ UP 運動不足の解消に。お子様と一
緒にぜひ。千円。予約可 (090-8799-6270)。

19. みんなで英語を楽しもう !
練習室　14:30　英語サークルあおぞら
英語を使って体を動かし学ぶ参加型のワーク
ショップです！お家でできるちょっとしたア
クションも体験できます！	
300 円。予約可 (080-3312-1928)。

★ 体験会紹介の見方・予約方法 ★
会 場 名 称：（サ）サロン（小ホ）小ホール
　（中ホ）中ホール（大ホ）大ホール
予 約 方 法：問合せ記載無は当日直接受付。　
　記載ありの場合、記載連絡先に直接予約。
　（要予約）予約必須（予約可）予約+当日受付
参 加 費：記載無は無料。金額記載の企画　
　は参加費が必要。当日講師にお支払下さい。

ドキドキ体験会
市民サロン＆小・中ホール＆練習室

親子で楽しめる体験会。一部事前予約もできます。


