
みんなで楽しむ♬
おうち遊び with zoom

保育士おとーちゃん 須賀義一氏の

「叱らなくていい子育て」
～ 子育てを無理のないものに ～

子育て応援動画 ・ 応援メッセージ （11 月 24 日～ 2022 年 3 月末）

子育て応援メッセ
ホームページで受付開始

後援 ： 浦安市・浦安市教育委員会　　主催 ： 浦安子育て応援メッセ実行委員会　urayasu@kosodatemesse.net　TEL.070-1445-6881

浦安の乳幼児期の子育てを応援する企画が大集合！

＃浦安の子育て応援　＃みんなで子育て　＃ひとりじゃないよ　＃子育てのヒント　＃子育てを楽しもう　＃オレンジリボン　＃虐待予防　＃親子であそぼう　＃心が楽になる　　

明海つどいの広場、 aloha island、 浦安市子育て支援センター、 浦安市立幼稚園・認定こども園長会、 浦安市こどもの広場、 エメラルド ・
キッズ、 おやこの広場 ・ ほこほこ、 家族 ・ 子育て相談室 「ゆずり葉」、 子育てテラスふらっと ・ 保育室ゆるり ・ 保育室アリエ、 こどもの
じかん保育園、 七田式幼児 ・ 小学生教室　新浦安教室、 児童センター （東野 ・ 高州）、 社会福祉法人浦安市社会福祉協議会、 生活
協同組合パルシステム千葉・松戸センター、 千葉県助産師会・市川浦安地区、 なのはな生活協同組合、 認定 NPO 法人発達わんぱく会、
東日本旅客鉄道株式会社新浦安駅 他

保育士おとーちゃんのブログや
書籍で人気の須賀さんに子育て
を無理なく、 楽しくするための
乳幼児期の子育てポイントをお
話して頂きます。

講演会の後半では皆さんからの
質問にも答えてもらえる質問タ
イムもあります。

子どもたちの大好きな歌やふれあい
遊び、ゲームなどで遊びます。 親子
のおうち時間がもっと楽しくなる内容
が盛りだくさん♬

七田式でわが子の運動神経が
100倍良くなる秘訣、 教えます！

0歳児は人生最大の天才期！楽しく働き
かけをすることで、お子様の能力を最大限
に引き出す子育てができるようになります。
親子でご参加下さい。

ZOOM de
ベビーマッサージ体験

初めての子育て、何をしてあそんで
あげたらいいの？と戸惑うこともある
のでは。 そんなママ・パパにちょっと
したヒントを与えてくれます。

オンライン子育て広場
おやこの広場 ・ ほこほこ

おやこの広場・ほこほこがオンライン
広場を開催します。 ふれあい遊びや
手遊びを親子で楽しみ、ミニストレッチ
講座でリフレッシュしましょう。

元気に大きくなあれ！
添加物 ・ 食育のお話し♪

離乳食期～幼児食期にかけた添加物や
食育の講座です。 試食品（離乳食）も用意
し、おすすめの食べ物も紹介！ 試食品は
当日迄にご自宅へ送付。

aloha island でママもお子ちゃまも
一緒にフラを踊っちゃおう♪

お子ちゃま連れ大歓迎のフラ教室。
赤ちゃんも幼児も走り回ってゆるく
気持ちよく心地いい時間を過ごして
います。

あそびの天才 天野秀昭さんと学ぶ
あそびラボ

「生きる力の根っこを育む」

コロナ禍の
アンガーマネジメント

生涯の礎となる乳幼児期の遊びについて考えましょう。

子育て応援メッセホームページでは他にも市内の様々な団体 ・ 企業からの応援メッセージや動画を配信します。
配信期間は 2021 年 11 月 24 日～ 2022 年 3 月末日まで。 配信希望団体は 11 月 10 日まで募集しています。

参加申込

11/8(月)〜

遊びを脳科学する

「自己肯定感」と「生きる力」

PART 1

PART 2

10 : 00 ～ 11 : 30 （定員 60 人）

10 : 00 ～ 10 : 35 （要予約・20 組） 10 : 45 ～ 11 : 15 （要予約・4 組） 11 : 35 ～ 12 : 00 （当日自由参加）

14 : 30 ～ 15 : 00 （要予約・15 組） 15 : 20 ～ 16 : 00 （要予約・20 組）13 : 30 ～ 14 : 00 （要予約・20 組）

13 : 00 ～ 13 : 45 （定員 60 人）

15 : 00 ～ 15 : 45 （定員 30 人）

オンライン開催  http://kosodatemesse.net

14 : 00 ～ 14 : 45 （定員 60 人）

aloha island明海つどいの広場

おやこの広場・ほこほこ 生活協同組合パルシステム千葉 松戸センター

認定 NPO 法人発達わんぱく会

七田式幼児・小学生教室  新浦安教室

子育て応援メッセ実行委員会 浦安市こどもの広場 （うらっこ広場） 家族・子育て相談室 「ゆずり葉」

講師：後藤弘美 （臨床心理士・「ゆずり葉」 代表）

火祝

1111232323火祝

1123浦安子育て応援メッセ2021
2021

子どもにとって、 生きる力の
根っこを育む外遊びについて
考えましょう。

感情のコントロール方法を身に着けて子どもとの
上手な付き合い方をいっしょに学びましょう。



浦安の乳幼児期の子育てを応援！

子育て応援マップ
発行 ： 子育て応援メッセ実行委員会

子育て情報サイト MY浦安 https://www.myurayasu.com

子育て中のママ友・パパ友は、 子どもの成長を喜びあったり、 子育ての愚痴や相談をしたり、 情報交換をしたり、
と子育ての強い味方！ 地域の子育ての先輩やサポーターさんも、 悩みを相談したり、 知りたい情報を教えて
もらったりと頼りになります。
そんな子育て仲間やサポーターさんとの出会いの機会がコロナ禍で減っているかもしれませんね。
そこで、 乳幼児の親子が集まり、 子育てサポーターさんのいる室内 ・ 野外の遊び場をご紹介します。
他には保育園や子ども園での園庭開放もいいですね。 MY 浦安のイベントカレンダーで探してみるといいかも。

（※） コロナ対策として予約制や人数制限、 臨時閉所している場合もあります。 詳細は各施設にお問合せください。
（※） マップには施設名 ・ 開所曜日 ・ 電話番号を記載。 施設案内は MY 浦安でもご覧いただけます。

浦安の妊娠期から乳幼児、 学童期の子育てに関連する情報をお伝えする浦安の子育てポータルサイト。
マップで紹介した施設の他、 幼稚園 ・ 保育園、 一時預かり保育、 遊び場、 相談窓口、 行政支援など紹介しています。

浦安市子育て支援センター

月〜土　　351-1176 
東野児童センター

火〜日　　355-2736 

浦安駅前保育園
地域子育て支援センター

月〜金　　381-7802

浦安市こどもの広場

水〜日　　350-1010

高洲保育園
地域子育て支援センター

月〜金　　305-1313
高洲児童センター

火〜日　　304-0315

堀江つどいの広場

月〜金　　351-2646

愛和元町保育園
地域子育て支援センター

月〜金　　353-5577

しおかぜ保育園
地域子育て支援センター

月〜金　　306-5503

弁天保育園
地域子育て支援センター

月〜金　　316-8842

ポピンズナーサリースクール新浦安
地域子育て支援センター

月〜金　　304-2107

明海つどいの広場

月〜金　　720-2200

ベネッセ海園の街保育園
地域子育て支援センター

火水金　　316-8687

入船北保育園
地域子育て支援センター

月〜金　　316-6665①
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