
子育て情報の案内や発信をしています。子育てコ
ンシェルジュが、常駐しています。
子育ての悩みや困りごとに寄り添いながら、相談
や子育て支援サービスのご案内を行います。

子育て支援センターに
行ってみよう

アビイクオーレの２階にあり、利便性の良い広場。
広いフロアではのびのび遊ぶことができます。
また、ハイハイまでの赤ちゃん専用の日や、コー
ナーもあり、小さい赤ちゃんも安心して過ごすこ
とができ、親子の憩いの場になっています。毎日
の広場タイムでは、ふれあい遊びやダンスなどを
楽しめます。毎月、子育てやお子さんに関する相
談事業も行っています。
★ふたごちゃん・みつごちゃんの会
★パパとあそぼう
★家族であそぼう
★赤ちゃんのフロア

我孫子市子育て支援センターとは
～妊婦から就学前の子どもと保護者が利用できる場～

平日10時～17時
（子育てコンシェルジュ10時～15時30分）
04-7185-1915

本町3-2-1アビイクオーレ2階
（イトーヨーカドー我孫子南口店）
04-7185-8882

湖北台保育園の中にある広場です。キッチンセットや
絵本コーナーがあります。
マットや線路を繋げた電車ごっこが人気です。誕生会
や季節の行事、講習会などを行っています。
夏には簡単な水遊びもできます。アットホームな雰囲
気の中で、親子で安心して遊べます。
★赤ちゃんのフロア　　　★ベビータイム
★すまいるタイム　　　　★すまいるパパタイム　
湖北台3-1-16
04-7185-2196保育課子育て支援センター　7185-1915

布佐宝保育園併設の遊びの広場です。新築二階建て
一軒家のコンセプトは「もうひとつの実家」。
大きなイベントはありませんが、いつ来てもほっとでき
る温かい雰囲気のお家です。
スタッフと一緒に泣いて笑って、元気になって帰ってく
ださい。

布佐2318
04-7189-2799

保護者と子どもが
安心して遊べる場

お友達の和を
広げる場

子育て、子育ちの
楽しさを発見できる場

子育ての悩みや
不安を相談できる場

※園舎建替えにより、令和4年7月1日（予定）から
　住所が「湖北台3-1-15」に変更

川村学園女子大学附属保育園の中にある施設です。
広い駐車場完備、思い切り体を動かして遊べる園庭が
あり、夏には水遊びも楽しめます。室内には家庭でも
作ってみたいと思える手作りおもちゃも充実。誕生会
や身体測定などの通常イベントの他、季節に合わせた
ワークショップも親子で楽しめます。

下ヶ戸997-2
04-7183-5995

★ふたごちゃん・みつごちゃんタイム
　ふたご以上の乳幼児と保護者、妊娠中の方の交流会
★おひさまタイム
　乳幼児とお子さんの成長や発達でお困りの保護者の交流会

★地域の助産師さんとお話ししよう
　地域の助産師に子育ての悩みを話してみませんか。
★食のおはなし会
　離乳食のおはなしなど、保育園の栄養士が担当します。
★ママのためのキラキラ時間(タイム)♪
　月に一度のママのお楽しみタイム
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子育て情報の案内や発信をしています。子育てコ
ンシェルジュが、常駐しています。
子育ての悩みや困りごとに寄り添いながら、相談
や子育て支援サービスのご案内を行います。

子育て支援センターに
行ってみよう

アビイクオーレの２階にあり、利便性の良い広場。
広いフロアではのびのび遊ぶことができます。
また、ハイハイまでの赤ちゃん専用の日や、コー
ナーもあり、小さい赤ちゃんも安心して過ごすこ
とができ、親子の憩いの場になっています。毎日
の広場タイムでは、ふれあい遊びやダンスなどを
楽しめます。毎月、子育てやお子さんに関する相
談事業も行っています。
★ふたごちゃん・みつごちゃんの会
★パパとあそぼう
★家族であそぼう
★赤ちゃんのフロア

我孫子市子育て支援センターとは
～妊婦から就学前の子どもと保護者が利用できる場～

平日10時～17時
（子育てコンシェルジュ10時～15時30分）
04-7185-1915

本町3-2-1アビイクオーレ2階
（イトーヨーカドー我孫子南口店）
04-7185-8882

湖北台保育園の中にある広場です。キッチンセットや
絵本コーナーがあります。
マットや線路を繋げた電車ごっこが人気です。誕生会
や季節の行事、講習会などを行っています。
夏には簡単な水遊びもできます。アットホームな雰囲
気の中で、親子で安心して遊べます。
★赤ちゃんのフロア　　　★ベビータイム
★すまいるタイム　　　　★すまいるパパタイム　
湖北台3-1-16
04-7185-2196保育課子育て支援センター　7185-1915

布佐宝保育園併設の遊びの広場です。新築二階建て
一軒家のコンセプトは「もうひとつの実家」。
大きなイベントはありませんが、いつ来てもほっとでき
る温かい雰囲気のお家です。
スタッフと一緒に泣いて笑って、元気になって帰ってく
ださい。

布佐2318
04-7189-2799

保護者と子どもが
安心して遊べる場

お友達の和を
広げる場

子育て、子育ちの
楽しさを発見できる場

子育ての悩みや
不安を相談できる場

※園舎建替えにより、令和4年7月1日（予定）から
　住所が「湖北台3-1-15」に変更

川村学園女子大学附属保育園の中にある施設です。
広い駐車場完備、思い切り体を動かして遊べる園庭が
あり、夏には水遊びも楽しめます。室内には家庭でも
作ってみたいと思える手作りおもちゃも充実。誕生会
や身体測定などの通常イベントの他、季節に合わせた
ワークショップも親子で楽しめます。

下ヶ戸997-2
04-7183-5995

★ふたごちゃん・みつごちゃんタイム
　ふたご以上の乳幼児と保護者、妊娠中の方の交流会
★おひさまタイム
　乳幼児とお子さんの成長や発達でお困りの保護者の交流会

★地域の助産師さんとお話ししよう
　地域の助産師に子育ての悩みを話してみませんか。
★食のおはなし会
　離乳食のおはなしなど、保育園の栄養士が担当します。
★ママのためのキラキラ時間(タイム)♪
　月に一度のママのお楽しみタイム
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参加してみよう！！
子育て支援施設の楽しいこと
いろいろ

子育て支援センターのスタッフが毎月地域の公園
に出向き、体操や親子遊びなどを行います。

親子同士が交流でき、地域のお友達づくりの場として「未
就園児保育」や「親子教室」、「園庭開放」、「子育て相談」
など地域の子育て支援を行っています。たくさんのお友
達や先生と一緒に遊ぶなかで、集団生活の第一歩や、幼
稚園の様子を知ることができます。

お友達が欲しい！園庭でおもいっきり身体を動かして遊ばせ
たい！子育てに不安や悩みがある・・・そんな時は園に遊びに
きてみませんか？園庭を開放しています。一緒にいろいろな
経験をしましょう。保育士や栄養士、看護師に相談できる園
もあります。お気軽にお問い合わせください。

保育課 保育係 　7185-1490

保育課 子育て係 　7185-1490

子育て支援センターは妊婦から就学前の子どもと保護者が楽しめる行事や講習
会など、様々な活動を行っています。

子育て支援センターでの主な活動

〇親子のふれあい遊びや手遊び　〇季節の行事　〇誕生会　〇世代間交流
〇年齢ごとの集いの会　〇パパや家族との親子遊び　
〇ふたごちゃん・みつごちゃんの会　
〇赤ちゃんのフロア(おおむね1歳6か月までのハイハイの
　お子さんと保護者)※兄姉の同伴不可
〇講習会（歯科・保健・栄養・プレパパママ・リフレッシュなど）
☆年に数回、企業との共催で楽しいイベントも開催しています。

子育てに関する相談

〇育児相談／保健師・栄養士・歯科衛生士
〇子ども子育て相談／保育課の心理相談員が月１回各子育て支援センターへ巡回
〇子育てコンシェルジュ／我孫子市子育て支援センターにこにこ広場・
                                  情報コーナーに配置  
                                  各子育て支援センターへ巡回

●園庭開放

就学前のお子さんを在宅で子育
てしている方、出産を控えている
方に登録していただき、保育園
が行っている遊びや行事に参加
したり、子育て相談や身長体重
測定を受けたりすることができ
ます。保育園で一緒に遊ぶこと
で、子どもの育ちや成長過程を
知ることができ、子育ての悩みや
不安も相談することができます。

●マイ保育園ひろば

●公立保育園ホール活動

にこにこ広場を会場
として市民団体との
共催で行っています。

※スマイル・ママ 詳しくはＰ36

公立保育園の保育士がアビスタホールに出向き「歌遊び」・
「製作」・「絵本の読み聞かせ」・「ペープサート」などを行い、
親子の交流の場を作っています。子育て中は不安や心配が
尽きません。同じ子育て中の仲間がいると心強いものです。
仲間づくりをして楽しく過ごしましょう。
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参加してみよう！！
子育て支援施設の楽しいこと
いろいろ

子育て支援センターのスタッフが毎月地域の公園
に出向き、体操や親子遊びなどを行います。

親子同士が交流でき、地域のお友達づくりの場として「未
就園児保育」や「親子教室」、「園庭開放」、「子育て相談」
など地域の子育て支援を行っています。たくさんのお友
達や先生と一緒に遊ぶなかで、集団生活の第一歩や、幼
稚園の様子を知ることができます。

お友達が欲しい！園庭でおもいっきり身体を動かして遊ばせ
たい！子育てに不安や悩みがある・・・そんな時は園に遊びに
きてみませんか？園庭を開放しています。一緒にいろいろな
経験をしましょう。保育士や栄養士、看護師に相談できる園
もあります。お気軽にお問い合わせください。

保育課 保育係 　7185-1490

保育課 子育て係 　7185-1490

子育て支援センターは妊婦から就学前の子どもと保護者が楽しめる行事や講習
会など、様々な活動を行っています。

子育て支援センターでの主な活動

〇親子のふれあい遊びや手遊び　〇季節の行事　〇誕生会　〇世代間交流
〇年齢ごとの集いの会　〇パパや家族との親子遊び　
〇ふたごちゃん・みつごちゃんの会　
〇赤ちゃんのフロア(おおむね1歳6か月までのハイハイの
　お子さんと保護者)※兄姉の同伴不可
〇講習会（歯科・保健・栄養・プレパパママ・リフレッシュなど）
☆年に数回、企業との共催で楽しいイベントも開催しています。

子育てに関する相談

〇育児相談／保健師・栄養士・歯科衛生士
〇子ども子育て相談／保育課の心理相談員が月１回各子育て支援センターへ巡回
〇子育てコンシェルジュ／我孫子市子育て支援センターにこにこ広場・
                                  情報コーナーに配置  
                                  各子育て支援センターへ巡回

●園庭開放

就学前のお子さんを在宅で子育
てしている方、出産を控えている
方に登録していただき、保育園
が行っている遊びや行事に参加
したり、子育て相談や身長体重
測定を受けたりすることができ
ます。保育園で一緒に遊ぶこと
で、子どもの育ちや成長過程を
知ることができ、子育ての悩みや
不安も相談することができます。

●マイ保育園ひろば

●公立保育園ホール活動

にこにこ広場を会場
として市民団体との
共催で行っています。

※スマイル・ママ 詳しくはＰ36

公立保育園の保育士がアビスタホールに出向き「歌遊び」・
「製作」・「絵本の読み聞かせ」・「ペープサート」などを行い、
親子の交流の場を作っています。子育て中は不安や心配が
尽きません。同じ子育て中の仲間がいると心強いものです。
仲間づくりをして楽しく過ごしましょう。

施設名 なまえ ☎

寿 ことぶきっこ
ひろば 7182-9552

つくし野 つくしっこ
ひろば 7184-8822

湖北台 こほくっこ
ひろば 7188-5531

根戸 ねどっこ
ひろば 7182-5572

聖華
みどり

みどりっこ
ひろば 7182-1059

東あびこ
聖華 コッコひろば 7183-3165

柏鳳 つぼみひろば 7188-3338
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すぐれた絵本やお話を用意しています。本の世界でのさまざまな体験は子ど
もたちの豊かな心を育むでしょう。

我孫子市民図書館　アビスタ本館　7184-1110

生涯学習課　公民館係　7182-0622

２、３歳の子どもと保護者のための学級です。リトミック、外遊び、工作、運動会など各専門の
講師による学習です。固定されたメンバーでの活動を通して、交流を深め、互いに支えあう
子育ての輪を広げる場として実施しています。
【参加方法】広報あびこ・市のＨＰに掲載

●のびのび親子学級

生後１～５か月くらいの赤ちゃんと保護者のための学級です。同じ時期に
生まれた赤ちゃんを持つ保護者同士、子育てのこと、産後の心や体のこ
と、ふれあい遊びなど、仲間と一緒に学ぶ場として実施しています。
【参加方法】広報あびこ・市のHPに掲載

●Babyのびのび親子学級

社会福祉課　生活相談係　7185-1111(内線394)

「子ども食堂」は、子どもがひとりでも入ることができる食堂で、近年、全国に広がってきた取り組みです。地域
の住民や企業、団体等がボランティアで運営していて、我孫子市内に８カ所開設されています。誰でも無料や
低額で食事をすることができて、子どもだけでも、親子でも食事を楽しむことができます。

移動図書館そよかぜ号「うなきちさん」のイラストが目印です。
巡回場所や日程は各図書館にお尋ねください。

◀のびのび親子学級 ◀Babyのびのび親子学級

開催場所 開催日

親子で楽しむおはなし会
（3歳までの乳幼児と保護者対象）
絵本の読み聞かせと手遊び

アビスタ本館 毎月第2、第4木曜日　10時40分～11時
予約制

布佐分館 毎月第2木曜日　10時40分～11時
予約不要

おはなし会
（4歳から9歳くらいまでの子対象）　
絵本の読み聞かせと素話
（※素話…昔話などの語り）

アビスタ本館
当面の間不定期開催　
予約制　
日時等はお問い合わせください。

布佐分館 毎月第1、第4日曜日　11時～11時30分　
予約不要

そよかぜおはなしタイム　
絵本の読み聞かせ

移動図書館青山台ステーション
（柴崎台北公園）

広報あびこ、図書館HPをご覧ください。　
予約不要
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すぐれた絵本やお話を用意しています。本の世界でのさまざまな体験は子ど
もたちの豊かな心を育むでしょう。

我孫子市民図書館　アビスタ本館　7184-1110

生涯学習課　公民館係　7182-0622

２、３歳の子どもと保護者のための学級です。リトミック、外遊び、工作、運動会など各専門の
講師による学習です。固定されたメンバーでの活動を通して、交流を深め、互いに支えあう
子育ての輪を広げる場として実施しています。
【参加方法】広報あびこ・市のＨＰに掲載

●のびのび親子学級

生後１～５か月くらいの赤ちゃんと保護者のための学級です。同じ時期に
生まれた赤ちゃんを持つ保護者同士、子育てのこと、産後の心や体のこ
と、ふれあい遊びなど、仲間と一緒に学ぶ場として実施しています。
【参加方法】広報あびこ・市のHPに掲載

●Babyのびのび親子学級

社会福祉課　生活相談係　7185-1111(内線394)

「子ども食堂」は、子どもがひとりでも入ることができる食堂で、近年、全国に広がってきた取り組みです。地域
の住民や企業、団体等がボランティアで運営していて、我孫子市内に８カ所開設されています。誰でも無料や
低額で食事をすることができて、子どもだけでも、親子でも食事を楽しむことができます。

移動図書館そよかぜ号「うなきちさん」のイラストが目印です。
巡回場所や日程は各図書館にお尋ねください。

◀のびのび親子学級 ◀Babyのびのび親子学級

名前 場所 開催日時 参加費 連絡先

あびこ
子ども食堂

けやきプラザ11階手賀沼
のうなきちさん家
我孫子市本町3の1の2

毎月第2、第4水曜日
17時～19時30分

子ども（高校生まで）
100円
未就学児無料
大人400円

Abiko community Trunk
電話：090-2326-4510
（西廣まで）
abiko.act@gmail.com

こほく
子ども食堂

けやき社会センター
我孫子市都部新田37の2

毎月第3木曜日
17時30分～19時
（事前申込で送迎も可）

子ども（中学生まで）
無料
大人500円
ボランティア300円

けやき社会センター
電話：04-7187-1944
kohoku.kodomo@gmail.com

子ども食堂
わごころ

我孫子市柴崎台2の8の10
坂入ビル1階

毎月第2日曜日
10時～13時
（要予約）

子ども無料
大人300円

コミュニティカフェ　わごころ
電話：04-7181-0556
wagokoro2010@yahoo.co.jp

ふさ
子ども食堂

ふさ復興会館
我孫子市都13

毎月第2水曜日
17時～19時30分

子ども（中学生まで）
無料
大人300円

ふさ子ども食堂
電話：090-1451-3365
（武者小路まで）

子ども食堂
どんぐり 我孫子市根戸357 毎週第3木曜日

16時30分～18時30分
1人100円
未就学児無料
高齢者、どなたでも歓迎

子ども食堂　どんぐり(望月まで)
電話：04-7182-0232

みんなの広場 我孫子市天王台1の13の6
プラネット1階

月曜日から土曜日
11時～14時、17時～

小中学生限定メニュー
200円
飲み物持ち込み自由

みんなの広場(舘田まで)
電話：04-7185-8008
        080-6500-8971

一粒の麦 我孫子市都部83の1 毎月第3金曜日
17時～19時

小学生以下無料
小学生から高校生100円
大人　　300円

一粒の麦(木田まで)
電話：090-2747-6432
an.kidayo@gmail.com

子ども食堂
かぜ

我孫子ビレジ・ショッピン
グセンター2階
我孫子市つくし野3の22の
2の201

毎月第4土曜日
11時～12時30分

子ども（高校生以下）
200円
大人400円

Cafeかぜ
電話：04-7199-7355

コロナウイルスの感染状況や緊急事態宣言等により、開催日時や開催方法が通常と異なる場合がございます。実施状況につきま
しては、各子ども食堂にお問い合わせください。
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子育てサークル・市民団体　自由参加型サークル
1回ごとの参加が可能です。

子育てサークル・市民団体　仲間作り・会員制サークル

子育てサークル・市民団体　出前型お楽しみサークル
依頼を受けて出向き読み聞かせや、おはなし会などを披露します。

親子で遊んだり、仲間と子育ての悩みなどを話し合ったりして、親も子もリフレッシュしませんか。子育て中の
皆さんが参加・利用できる活動を紹介します。サークルにはさまざまな集まりの形があります。気軽にご参加
ください。

保育課　子育て支援センター　7185-1915

社会福祉協議会・まちづくり協議会の子育てサロン
イベント参加型サークルです。非会員制の参加型サロンです。1回ごとの参加が可能です。

子どもとのおでかけ、赤ちゃんとの外出時に役立つ持ち物やグッズ
赤ちゃんと出かける際に必要な持ち物をリストアップしてみました。
必要最低限のものを紹介しましたがそれでも大荷物ですね。一人の時や大人だけでの外出と違って、赤ちゃんとの
お出かけはいろいろ準備が必要です。

赤ちゃんはまだ自分で温度調節が出来ないので、ママが気を付ける必要があります。お出かけの時は暑さ
対策や寒さ対策をしっかり準備してくださいね。

•オムツポーチ (紙おむつ・おしり拭き )
•ビニール袋
•タオル
•着替え
•ミルクセット (哺乳びん・粉ミルクなど )
•授乳ケープ
•母子手帳
•お気に入りのおもちゃ

暑い時期
•保冷剤や保冷シート
•うちわや扇子
•日よけの帽子
•日焼け止め

寒い時期
•フリースやブランケット
•レッグウォーマー
•防寒用の帽子

※月齢によっては他に離乳食・おやつ、食事用グッズが必要になります。

季節によってあると便利な持ち物

団体・サークル等名 問い合わせ先 活動場所・時間 活動目的や内容

とおんきごう 我孫子南地区
社会福祉協議会 7185-5117

我孫子南近隣センター
毎月第4木曜日
10時30分～11時30分

リズム遊びや、読み聞かせ、
ゲーム等の遊びをしながら、
子ども同士のふれあいや、親
同士の情報交換の場作り。

どんぐりランド 我孫子南
まちづくり協議会 7181-1011

我孫子南近隣センター
毎月第3木曜日
10時～11時30分

おもちゃのある遊び場。歌、
知育遊び、読み聞かせなど。

子育てサロン「わ」 我孫子北地区
社会福祉協議会 7165-3434

我孫子北近隣センター
並木本館
毎月第3火曜日
10時～11時30分

子育て中の保護者・幼児が、
みんなの「和」・「輪」・「笑い」
の中で、ゆったり・楽しく過
ごす場。自己紹介、手遊び、月
替わり企画・おもちゃ遊び・
お誕生日おめでとう。

のびっ子クラブ 天王台地区
社会福祉協議会 7183-9009

近隣センターこもれび
毎月第3月曜日
10時～11時30分

季節ごとの行事を取り入れ
て、自由遊び、手遊び、親子体
操、紙芝居など。親同士、子ど
も達の交流の場。

おやっこルーム 湖北地区
社会福祉協議会 7187-2551

新木近隣センター
第2木曜日
10時～11時30分

子育て中のママ達の出会い
の場。楽しくおしゃべりした
り、おはなし会、音楽あそび、
保健師による育児相談のほ
か、季節を感じながら親子で
遊べる場を作ってます。

すくすくほっと
ひろば

布佐地区
社会福祉協議会　 7189-2119

近隣センターふさの風
毎月第4木曜日
（12月は第3木曜日）
9時45分～11時30分

母親のリフレッシュ・仲間作
りの場。自由遊び、絵本の読
み聞かせ、フルート生演奏、
保健師さんの話や相談、バラ
ンスボール、メイク教室等。

ごっこひろば 民生委員児童委員
協議会児童部会 7184-1539

アビスタ他
年6回日曜日
10時～11時30分

さまざまなおもちゃでの遊
び、読み聞かせ等を楽しみな
がら、親同士、子ども同士が
交流。地域の話や育児相談も
お気軽にどうぞ。
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子育てサークル・市民団体　自由参加型サークル
1回ごとの参加が可能です。

子育てサークル・市民団体　仲間作り・会員制サークル

子育てサークル・市民団体　出前型お楽しみサークル
依頼を受けて出向き読み聞かせや、おはなし会などを披露します。

親子で遊んだり、仲間と子育ての悩みなどを話し合ったりして、親も子もリフレッシュしませんか。子育て中の
皆さんが参加・利用できる活動を紹介します。サークルにはさまざまな集まりの形があります。気軽にご参加
ください。

保育課　子育て支援センター　7185-1915

社会福祉協議会・まちづくり協議会の子育てサロン
イベント参加型サークルです。非会員制の参加型サロンです。1回ごとの参加が可能です。

子どもとのおでかけ、赤ちゃんとの外出時に役立つ持ち物やグッズ
赤ちゃんと出かける際に必要な持ち物をリストアップしてみました。
必要最低限のものを紹介しましたがそれでも大荷物ですね。一人の時や大人だけでの外出と違って、赤ちゃんとの
お出かけはいろいろ準備が必要です。

赤ちゃんはまだ自分で温度調節が出来ないので、ママが気を付ける必要があります。お出かけの時は暑さ
対策や寒さ対策をしっかり準備してくださいね。

•オムツポーチ (紙おむつ・おしり拭き )
•ビニール袋
•タオル
•着替え
•ミルクセット (哺乳びん・粉ミルクなど )
•授乳ケープ
•母子手帳
•お気に入りのおもちゃ

暑い時期
•保冷剤や保冷シート
•うちわや扇子
•日よけの帽子
•日焼け止め

寒い時期
•フリースやブランケット
•レッグウォーマー
•防寒用の帽子

※月齢によっては他に離乳食・おやつ、食事用グッズが必要になります。

季節によってあると便利な持ち物

団体・サークル等名 問い合わせ先 活動場所・時間 活動目的や内容
英語絵本の会
「Merry�CATs」 柳澤��朗子 090-

2723-5661
天王台北近隣センター：和室
月1回月曜日
10時～11時

英語の絵本の読み聞かせ、英語の歌や手
遊びを通じて、英語に親しんでもらう。

我孫子
おもちゃ図書館
「かっぱの家」

池上��和子 7182-7413
第1・第3月曜日
13時～15時
こども発達センター

ハンディキャップのある子、ない子のふれ
あいの場の提供をしています。おもちゃの
貸し出し製作修理受付もしています。

HAPPYタイムの会 土屋��倫子 sawayuri2.23@
gmail.com

子育て支援センター
にこにこ広場
原則第3火曜日
11時～12時

子育てをする親子の支援を目的とし、ハ
イハイまでの赤ちゃんとその保護者に
交流の場を提供する。

NPO
こどもすぺーす柏 高橋�久枝 080-

3738-8451
アミュゼ柏、パレット
柏他

子ども達に生の舞台鑑賞の機会と、異年
齢での遊びを提供。親子・家族で感動や
楽しさを共有することは、子どもの心を
育み、目には見えない財産となります。
会員になって活動することもできます。

スマイル・ママ 深津��祥子 090-
5315-6580

にこにこ広場
毎月第4火曜日
10時～15時
（最終受付14時）

ママが笑顔になれるよう、子育て支援の
一環として短時間保育をする。

子育て応援プロジェクト
「Happy-Nest」 深津��祥子 090-

5315-6580
柴崎台3の6の25
ヴェイル天王台C2階

子育てに関する団体の活動の場所作り。
予約制。

あびこママ体操
abikomama
taisou@
yahoo.co.jp

天王台北近隣セン
ター、こもれび

ママのリフレッシュ、友達作り、そして
健康増進（腰痛・肩こり・ひざ痛などの予
防解消）

ママパパ
BOUSAIライフ 荒谷��博 090-

3593-1708
当面の間、オンライン
開催

台風や大雨、地震災害等から命を守る・
つなぐため「日常生活にちょっこと防
災」をコンセプトに、子育て世帯や子育
てを応援する方が互いにつながり、共に
考えて行動していくことを目的とする。

団体・サークル等名 問い合わせ先 活動場所・時間 活動目的や内容

（社）ガールスカウト
千葉県第45団 井上��薫子 080-

5508-6627

市内公共施設（アビス
タ、近隣センター他）
土曜日・日曜日（月2・
3回）

「自己開発、人との交わり、自然ととも
に」の3つを柱としてます。いろいろな
活動を通して、たくさんのことを感じ、
考え、学び、ひとりひとりの力をつけて
いくことを目指しています。子ども達は
3歳ごとの異年齢の部門で活動します。
保護者も交流を持つことができます。

青空共同保育
「どんぐり」 鴫谷��佳苗　

090-
4962-0306
(青木)

あけぼの山公園とその
周辺地域
毎週火曜・木曜・金曜日
9時30分～14時30分

「空の下はぜんぶ遊び場、学びの場」を合
言葉に、探検や畑作業などを通して、自
主的体験を大事に活動しています。季節
ごとの行事など親子で楽しんでいます。

ま～みぃ's�club 高山��浩美
mommysclub_
abiko＠yahoo.
co.jp

天王台北近隣セン
ター・近隣センターこ
もれび
月2回程度

定期的に講師を招いてリトミックや英
語、お話会などを開催しています。その
他、季節のイベントや消防署見学、観劇
など会員がやりたいことを企画運営す
る自主運営親子サークル。気負わず参加
して親子交流を楽しんでいます。

団体・サークル等名 問い合わせ先 活動場所・時間 活動目的や内容

おはなしさんぽみち 海老原��純子 7188-7419 依頼があった場所
絵本・紙芝居・素語り・パネルシアター・
エプロンシアター・影絵・人形劇などの
公演を行います。

保育園おはなし会 西村��篤子 090-
8103-4608 市内保育園毎月1回 子ども達に、絵本の読み聞かせや、素語

りをする。
あびこ素語りの会 西村��篤子 090-

8103-4608
市内学童保育室・夏休
み等

子ども達に、お話の楽しさを体験しても
らう。
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