
障害児通所支援事業所ふあり

Tel.  047－304－8808（末永・上村）

Mail. huali@jcom.home.ne.jp

  作業療法士・理学療法士・言語聴
覚士の個別機能訓練、小集団での療
育を実施しています。
  障がいの種類、程度に関係なく、
未就学児から就学後まで継続した療
育を受けることが出来ます！！

コンセプトは、

実家のように使ってもらえる保育室です。

子供たちの学習能力を引き出し、

家庭全体の手助けもしていきます。

浦安市認証保育所

月極保育（認証保育）　0～3歳児

その他・一時預かり時間外　0～10歳児

Tel&FAX.047-353-8637
http://www.pocketmama.com

浦安市堀江 5-14-31

対象年齢

発達相談は無料です
お気軽にお問合せください

「こころ」と「ことば」を育てる

発達の専門家集団です

ＮＰＯ法人

発達わんぱく会

Tel

047-711-1871

kokko@hwanpaku.org
http://www.wanpaku.org

浦安駅前校
（当代島）

東野校
（東野）

新浦安校
（入船）

TEL090-4019-4114（ニイミ）
doremifa.tomoko213@deocomo.ne.jp

ドレミファランドドレミファランド
幼 児 音 楽 教 室

～木曜日の午前　日の出にて活動中～

   対　象：1～3才

   月会費：3,000円

お母さんと一緒に
　　　　音楽で遊びましょう

i-netは浦安の
子育て・子育ちを応援しています

ＮＰＯ法人i-net

★明海つどいの広場子育てテラスふらっと
　（子育てサロン＆一時保育）
★保育室ゆるり（単発・定期一時保育）
★生きる力を育む野外保育・森のようちえん
★家庭訪問型子育て支援
　（産褥支援・病後児・緊急時預かり）
　（先輩ママの家庭訪問）
★子育て情報の発信（ＭＹ浦安）

i-netは浦安の
子育て・子育ちを応援しています

11：00～16:00

第10回　子育て情報発信基地

子育て応援メッセ２０１４

9月27日●土

浦安市民プラザ Wave全館

入場無料  

知って得する子育て情報がここに大集合！出展ﾌﾞー ｽ 30と体験会20企画以上！

主催：子育て応援メッセ実行員会　お問合せ：047-350-8615　
共催：公益財団法人浦安市施設利用振興公社 　後援：浦安市・浦安市社会福祉協議会・浦安市教育委員会・浦安商工会議所

こどもと

あそぼう

みんなの

ステージ ・ 発表

役に立つ

子育ての種

子育ての

つよ～い味方

ママの

リフレッシュ

Ｃａｆｅ　

あそびの広場
こどものまち

こども電車

浦安の子育て

情報が大集合
子育て中もリフレッシュ
は大切です！
ママの癒しを

幼稚園や保育園、
サークル情報などが
集まります！

クラシックコンサート
やフラダンス
子どもたちの発表

子育て支援活動紹介
子育て相談
講演会、 ミニ勉強会

子育てを応援してくれる
心強いサポート
＆サービス紹介

会場内に
駅と線路が登場
こども電車で
会場をまわろう！

出張カフェや試食会
パン ・ お菓子販売
あそびのひろば

サークル体験レッスン
ミニ講座

11 時の開会式にゆるキャラ全員集合！！
その後も30 分ごとに会場内にゆるキャラが登場します。
お子さんと一緒に撮影できますので、 ぜひカメラ持参下さい。

うらやすのゆるキャラ大集合♪

お子さんと一緒に撮影できます！！

子どものひろば
えほん、 おもちゃ
工作

親子で

わくわく体験

【実施場所】浦安市民プラザWave101・全施設

浦安市入船 1-4-1　ショッパーズプラザ新浦安４階　 
TEL.047-350-3101　※駐車場：有。ダイエーのものをご利用下さい。駐車料金が必要となります。

【交通機関】

新浦安駅より徒歩５分　 
浦安駅よりベイシティバス①②③系統「新浦安駅」下車

私たちは「安心して子どもを産み育てることのできるまち・浦
安」を目指し、その１つの形として子育て応援イベントを開催
するために集まった、団体・個人・行政による実行委員会です。
今年で 10 回目の開催となりました。来年度も開催を予定して
いますので、実行委員に興味のある方はご連絡下さい。

【実行委員会参加団体】

イエナプラン浦安・浦安おはなしの会、浦安市こども部、NPO
法人発達わんぱく会、NPO 法人タオ、MY 浦安、NPO 法人 i-net（明
海つどいの広場・子育てテラスふらっと）、Hand to Heart、
NPO 法人手作りカード協会、千葉県インテリアコーディネー
ター協会、家族・子育て相談室ゆずり葉、田下啓子、松岡陽子

【運営ボランティアさん募集中】

前日の設営や、当日の運営をお手伝いいただける方を募集中です。 
短時間でも経験がなくても大丈夫です。ご協力お待ちしています。 
詳細はお問合せ・ご相談下さい。

【お問合せ先】

子育て応援メッセ実行委員会　事務局（NPO 法人 i-net 内） 
Tel.　  047-350-8615　Mail.　urayasu@kosodatemesse.net　 
URL. http://kosodatemesse.net

ダイエー

本パンフレットに記載の内容は、２０１４年８月１日時点のものであり、変更の可能性がありますことをご了承下さい。

子育て応援メッセ実行委員会 会場へのアクセス



●　：随時参加いただけるブース、ワークショップです。

★　：定員設定があります。定員になり次第受付終了します。
時間：記載のあるものは開始 10 分前頃から受付開始します。
　　　記載のないものは 11：00 ～ 16：00 まで実施しています。
費用：記載の無いものは無料です。一部有料企画があります。
本紙の記載内容は 7 月 20 日時点のもので、変更の可能性があります。

第10回　子育て情報発信基地

子育て応援メッセ２０１４

● おいしいカフェでほっと一息 ●

ちょっと疲れたら、 ホッと一息。 ご家族でどうぞ。

小さなお子さんと一緒でも安心してお越し下さい

●　授乳室、オムツ替えコーナー　＠サロン２・大ホールホワイエ

●　調乳用ポット　＠大ホール内、ギャラリー内

●　ベビーカー置き場　　●　ベビー広場＆キッズ広場

●　親子で一緒にワクワク体験　●

興味のあったあんなこと、 こんなこと、 体験しちゃおう

●　賢い能力開発子育て体験相談会　＠大ホール前

七田チャイルドアカデミー体験レッスンの受付と教材の紹介。

●　ディズニーの英語システム　＠大ホール前

ディズニーの英語システムの無料サンプル配布など。

●　英語で子育てのススメ　＠大ホール

英語で子育て相談、留学相談等。英語で名前キーホルダー作り。

●　マシェリ・スタジオ　＠大ホール

戸建て写真スタジオによる子どもの写真展示＆撮影会（有料）。

●　わくわく手作りカード広場　＠ギャラリー

手作りカード協会による親子向け簡単なカード作りの体験。

●　カフェ・デ・あいらんど　＠大ホール

クッキー、シフォンケーキ、ホットコーヒー等の販売。

●　つぶつぶみらいスタジオ　＠大ホール

日本古来の食品 “ つぶつぶ ” の紹介、書籍やお菓子・軽食の販売。

●　全国友の会　浦安方面　＠大ホール

子どもの収納のご提案、手作りお菓子、手作りおもちゃ、書籍の販売。

●　NPO 法人タオ　＠中ホール前

交通公園などでおなじみのメロンパン・焼き菓子の販売。 
　　 ソックモンキーの展示販売。

●　今日から役立つ子育ての種　●

子育て中に知っておくと、 安心できる、 楽しくなる！

●　i-netの子育て応援フリマ　＠大ホール

子育て GOODS のフリーマーケット。活動紹介。

●　全国友の会　浦安方面　＠大ホール

子どもの収納のご提案、手作りお菓子、手作りおもちゃ、書籍の販売。

●　浦安市の子育て支援情報　＠ギャラリー

浦安市の子育て支援情報を提供。子育てケアマネによる相談も受付。

●　わくわく・にこにこ・ようちえん　＠ギャラリー

公立 14 幼稚園の紹介や入園相談など。

●　うらやす社協の子育て支援　＠ギャラリー

ファミリーサポートセンターや堀江つどいの広場、子育てサロンご紹介。

●　臨床心理士による子育て相談＆ミニフリマ　＠ギャラリー

相談室ゆずり葉が、子どもや家族、自分のこと等相談にのります。

●　子育てママの自己発見ワーク体験　＠ギャラリー

ママの自己発見を体験してみませんか？プリズムの活動紹介も。

●　インテリアコーディネーター相談会　＠ギャラリー

子育て中はインテリアも変化します。インテリアの無料相談受付。

●　成長のための子育て相談会　＠ギャラリー

発達わんぱく会が子どもの成長や発達相談、育児不安の解消をお手伝い。

●　子育て相談～子どもの興味と言葉　＠ギャラリー

子どもの発達はひとりひとり違います、ちょっと話してみませんか？

　ブース　

　ワークショップ　

　ブース　

　ワークショップ　

★　「森のようちえん」ってなぁに？　＠サロン 6　♪12:30 ～ 13:15

自然の中での保育を通じてこどもの生きる力を育む活動をご紹介。

★　子どもの学びについて考えてみませんか？　＠小ホール　♪14:00 ～ 16:00

第一部：講演　永井貴博　( 株 ) ユニイク社長、こどもこのさき PJ 
　　  第二部：パネルディスカッション、山下洋輔（柏市議）、小学校教諭他

★　心のリフレッシュ・カウンセリング体験　＠サロン 4　♪12:00 ～ 14:00

子育てに限らず女性としての悩み、不安相談も。１人 30 分。

●　パパもカメラマン　＠大ホールミニステージ　♪15:00 ～ 15:45

プロカメラマンのワンポイントレッスン。プロによる撮影も。

★　親子で楽しくレッツダンス　＠練習室　♪14:00 ～ 14:45

PopKids ダンス体験。親子でアニメソングに合わせて踊ります。

★　子連れリズムストレッチ　＠練習室　♪15:00 ～ 16:00

HandToHeart によるリズムストレッチ。お子さんと一緒に。

●　美しい文字で差をつけよう　＠サロン３　♪13:00 ～ 15:00

書道（毛筆・硬筆）の一日体験（300 円）。

★　正しい食育講習会　＠サロン３　♪15:15 ～ 16:00

こどもに食べさせたい物や調理法を紹介します（200 円）。

★　親子ピラティス　＠サロン６　♪14:00 ～ 15:00

パパ、ママ、おじいちゃん、おばあちゃんもご一緒に（300 円）。

★　英語にふれよう！あそぼう！　＠サロン５　♪13:15 ～ 14:00　

簡単なゲーム等をして英語に楽しく触れてもらう体験会（300 円）。

★　親子で楽しむベビーサイン　＠サロン５　♪14:30 ～ 15:30

リトミックやふれあい遊びでベビーサインを楽しく学びます（100 円）。

★　イクメンパパのベビーマッサージ　＠練習室　♪13:00 ～ 13:45

パパも一緒にベビーマッサージ体験会（200 円）。

●　親子サーキット　＠大ホールホワイエ　♪13:30 ～ 15:00

平均台や跳び箱を使って親子で体を動かそう！

●　親子で楽しくフラレッスン体験　＠大ホールミニステージ　♪13:30 ～ 14:00

　　親子でフラを踊って笑顔になりましょう！

　ブース　

●　子育ての強い味方が集合　●

毎日の子育てを応援してくれるサポート＆サービス

●　みんなのステージ ・ 発表　●

クラシックコンサートからサークル等の活動発表まで

★　親子で楽しくクラッシック　＠中ホール　♪11:30 ～ 12:30

小さなお子様連れでも気軽に 楽しめるクラシックコンサート。

★　ママと子どものフラダンス　＠小ホール　♪13:00 ～ 13:30

ケアラオカワイフイラフラハーラウによるフラダンスショー。

★　七田チャイルドアカデミー暗唱発表会　＠中ホール♪13:10 ～ 14:10

新浦安校の子どもたちが、日頃の成果を発表します。　

★　フラフイオハナ　フラステージショー　＠中ホール♪15:15 ～ 15:45

フラフイオハナポリネシアンダンススタジオによるフラショー。

●　ママのリフレッシュ応援　●

子育て中もリフレッシュタイムは大切です

●　ハンドメイド育児用品　＠大ホール前

ハンドメイド作家製作のコンパクト抱っこひもなどの育児用品の販売

●　飾り巻き寿司教室へのお誘い　＠大ホール前

おもてなしやパーティーで、かわいい太巻き等をつくってみませんか？

●　香りの薬草箱　＠ギャラリー

アロマやハーブを学んでみませんか？アロマグッズの販売もあります。

●　癒しのアロマハンドマッサージ　＠ギャラリー　
アロマハンドマッサージを体験していただけます（有料）。

●　J：COM浦安　＠大ホール

乳幼児向けチャンネルの紹介やお楽しみ抽選会など。

●　フコク生命の赤ちゃんクラブ　＠大ホール

フコク赤ちゃんクラブの説明、ゲーム、くじ引き。

●　生活協同組合パルシステム千葉　＠大ホール

パルシステムの赤ちゃん向け商品の説明、商品の試食・試飲など。

●　ソニー生命の学資保険相談会　＠大ホール

赤ちゃんが生まれたら考える賢いライフプランニング相談会。

●　生活協同組合コープみらい　＠ギャラリー

コープみらい商品の試食やサンプルプレゼント。

★　プレママのアロマでらくらく出産　＠サロン４　♪14:30 ～ 15:30

妊娠線予防クリーム＆らくらく出産オイルをつくります（800 円）。

●　こどもと一緒にあそぼう　●

あそびはこどもの心の栄養源！いっぱいあそぼう！

●　子どもの育ちを支えるあれこれ　＠大ホール　

浦安おはなしの会が絵本や遊べる面白グッズをご紹介。

●　幼い子のはてな？は「はじまり！」　＠大ホール

科学の扉を開こう！科学クラブが楽しい科学あそびを紹介。

●　布の絵本～えくぼからの提案～　＠大ホール

やさしい手触りの布絵本の展示、小物づくり。

●　おやこの広場ほこほこ　＠ギャラリー

親子でゆったり、ホット息抜きしませんか？。

●　浦安市子育て支援センター　＠ギャラリー

子育て支援センターの紹介と手作りおもちゃを展示。

●　児童センターは地域の輪　＠ギャラリー

東野と高洲にある児童センターの活動の様子をご紹介。

●　ベビー広場　＠ギャラリー

小さなお子さんも安心して過ごせる広場です。

●　キッズ広場　＠大ホール

お子さんが楽しく遊べるレゴや新聞紙あそびの広場です。

●　こどものまち・こどものでんしゃ　＠全館

段ボールでつくる「こどもでんしゃ」が 20 台も登場！
会場内にめぐらされた線路の上を走って遊ぶことができます。
5 つある駅では、キップに押すスタンプも用意します。
制作協力：千葉県立市川工業高校インテリア科

こどものための広場やこどものまちもあります

●　助産師によるリフレクソロジー体験　＠ギャラリー

妊婦さんやママに 15 分のリフレクソロジー体験プレゼント。

妊娠期もボディケアでリフレッシュ

プレママ＆プレパパも遊びに来てね！

●　浦安の子育て情報大集合　●

幼稚園 ・ 保育園 ・サークルや習い事情報が大集合！
ポスター展示やパンフレット配布
の情報出展はまだまだ募集中。
設置は前日午後～当日朝の間に
各自でお願いしています。
詳しくはお問合せ下さい。

ジャンル別情報コーナーを設置し、ポスター掲示や資料配布をします。

ポスター ・ パンフレット 

情報出展団体を募集中

　ブース　

　ステージ　

　ブース　　ブース　

●　保育園・幼稚園情報コーナー

●　サークル・習い事コーナー

●　ママのサークル・習い事コーナー

●　その他子育てサポート情報コーナー


