
項目 日程 対象・内容など

楽 しあわせ
ママパパ学級

1・8・
15日㈯

妊娠20週以降の妊婦
とその夫、ご家族の方

育児相談
（乳幼児の育児） 5・12日㈬ 子育て支援センター ｢に

こにこ広場｣、先着10人
4カ月児相談 4・11日㈫ 平成31年1月生まれ

1歳6カ月児健康診査 27日㈭ 平成29年11月18日～
12月13日生まれ

2歳8カ月児歯科健診 25日㈫ 平成28年10月生まれ

3歳児健康診査 13日・
20日㈭

平成27年10月17日～
11月30日生まれ

5歳児健康診査 25日㈫ 平成26年6月生まれ

楽 離乳食教室（4～
6カ月児向け） 28日㈮ 乳児の保護者

先着30人

楽 後期離乳食教室（8
～9カ月児向け） 19日㈬ 平成30年9月生まれ

先着20人
食事・栄養相談 随時 全年齢対象・電話相談可

◎乳幼児の各種健診・相談・教室
　健康づくり支援課（保健センター）☎7185－1126

は予約制です。

開催日 場所
12日㈬ 布佐南公園 ＊雨天中止
18日㈫ 湖北台中央公園 ＊雨天中止
21日㈮ 天王台西公園 ＊雨天中止

◎楽遊具うんどう教室
時間　午前9時30分～10時30分
※布佐南公園のみ10時～11時

　高齢者支援課☎7185－1112

◎心の健康に関する教室　
場所　保健センター

　障害福祉支援課・内線421
教室名 日時

アルコール教室 7日㈮14時30分～16時
心の健康クラブ 17日㈪14時～16時

◎デイケアクラブ　
時間　午前10時～11時55分

　障害福祉支援課・内線381
開催日 場所
19日㈬ コホミン工芸工作室

　 各種検診と健康教室6月

No.1478   令和元（2019）年6月1日号7 す く す く 子 育 て

すこやかちゃん

　

　 　

●こども急病電話相談：☎♯8000または☎043－242－9939（毎日19時～翌朝6時。看護師による電話相談）●救急安心電話相談：☎#7009または☎03－6735
－8305（平日・土曜日18時～23時、日曜日・祝日・年末年始9時～23時。看護師による電話相談）●休日に病気・歯痛になったら：○診療科目…歯科（午前）、内科、
小児科○受付時間…9時～11時30分、13時～16時30分 休日診療所（湖北台1の12の17）☎7187－7020（診療時間内）※休日…日曜日・祝日・年末年始
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（我孫子・1歳 3カ月）
抱っこが大好きな甘えん
ぼちゃん、いつも大きな
声でおしゃべりしていま
す。元気に育ってね！
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ちゃん
（若松・1歳 2カ月）
いつもかわいい笑顔をあ
りがとう☺家族みんな大
好きだよ♡いつまでも幸
せでありますように。

〈対象〉 市内在住の乳幼児と保護者

●保育園・幼稚園などの地域子育て支援
保育園で一緒に遊びや行事に参加したり、子育ての悩みや不安を相談できます。
時間　10:00～11:00　各園に要登録（無料、随時受付）

つくし野 寿 湖北台 根戸
26日㈬ 28日㈮ 12日㈬ 20日㈭

七夕製作 作ってあそぼう
保育園などで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。　　
期間　3月まで（8月を除く）　※雨天中止　申込不要（無料）

　保育課保育担当・内線459

ママ・パパと赤ちゃんの遊びの広場です。
対象　1カ月～2歳前後　日時　8日㈯・26日㈬10時～11時
場所・ 　布佐宝保育園☎7189－2744

●出前保育　
　　　　広場スタッフが地域の公園へ出向き体操や親子遊びをします。

時間　10:30～11:15　※荒天中止　申込不要
13日㈭ 柴崎台中央公園 17日㈪ 我孫子駅南口東公園

　子育て支援センター☎ 7185－1915（平日10:00～17:00）

公立保育園の保育士と一緒にリズムにのって体を動かそう！
内容　リズムあそび　日時　20日㈭10：30～11：30（申込不要）　
場所　アビスタホール

　つくし野保育園☎7184－8822

楽広場でパパを楽しもう! 〈対象〉 乳幼児とパパ

◎体操、ふれあい遊びなどを楽しみます
にこにこ広場

〈にこにこパパタイム〉
日時　1日㈯11:00～11:20 定員　なし（申込不要） ☎7185－8882
内容　パパと子のお楽しみタイム!!                    　　　　アビイクオーレ2階

にこにこ広場
〈パパとあそぼう〉

日時　15日㈯ 10:30～11:30 定員　なし（要申込） ・ ☎7185－8882
内容　いろいろな色に興味を持って楽しもう                    アビイクオーレ2階

すくすく広場
〈すくすくパパタイム〉

日時　8日㈯・22日㈯・29日㈯11：00～11：20　定員　なし（申込不要） ☎7185－1936
内容　パパと子のお楽しみタイム!! 　　　　　　　 天王台1の24の4　５階

ふたごちゃん・みつごちゃんの会
日時　26日㈬10時30分～11時30分　参加費　無料（要申込）
場所・ 　にこにこ広場☎ 7185－8882（10:00 ～17:00日曜日・祝日を除く）

子育て情報は、メール配信をしています。詳しくは保育課子育て情報担当☎7185－1915へ。

enjoyパパ 応援プロジェクト

るんるんパ
ーク

ホール活動

〈対象〉 ふたご以上の
 乳幼児と保護者

〈対象〉市内在住の乳幼児と保護者

●保育園・幼稚園などの地域子育て支援

〈対象〉市内在住の乳幼児と保護者
子育て応援情報

6月
あびこで
子育て

マイ保育園
広場

ぐるんぱク
ラブ

園庭開放

　吹奏楽団の生演奏で癒しの時間をご家
族で過ごしてみませんか♪
　小さいお子さんも大歓迎！スタッフに

よるダンスやキッチン用品で奏でる「キッチンオーケストラ」など盛りだくさん
の1時間です！七夕の日にみんなで“音の世界”を楽しみましょう♪
日時　7月7日㈰午前11時～正午（10時40分開場）　
場所　アビイホール（アビイクオーレ3階）　出演　中央学院大学吹奏楽団
対象・定員　市内在住、在園、在勤の就学前のお子さんと家族、先着100組　
費用　無料　持ち物　靴を入れる袋　共催　㈱イトーヨーカ堂

・ 　にこにこ広場☎7185－8882（月～土曜日午前10時～午後5時）、す
くすく広場☎7185－1936（月～土曜日午前9時～午後4時）、わくわく広場☎
7185－2196（月・水・金曜日午前9時～午後4時）、すこやか広場☎7185－
2247（月・火・金曜日：午前9時～午後4時）

ファミリーコンサート
～とびだせ！ド・レ・ミ♪～

◎鳥の博物館　日時　6月15日㈯午前9時30分～午後4時30分　場所・ 　
鳥の博物館☎7185－2212
◎白樺文学館　日時　6月15日㈯午前9時30分～午後4時30分（入館は4時ま
で）　場所・ 　白樺文学館☎7185－2192
◎杉村楚人冠記念館　日時　6月15日㈯午前9時～午後4時30分（入館は4時
まで）　場所・ 　杉村楚人冠記念館☎7182－8578
◎水の館プラネタリウム　日時　6月15日㈯午前10時～、11時～、午後1時
～、2時～、3時～、4時～　場所・ 　水の館☎7184－0555
◎ミニSL　日時　6月15日㈯午前9時30分～正午、午後1時～5時※荒天中止
場所　手賀沼公園　 　シルバー人材センター☎7188－2204
◎レンタサイクル　日時　6月15日㈯午前9時～午後5時※荒天中止　場所　
サイクルパーク我孫子南、手賀沼公園、鳥の博物館、道の駅しょうなん、北
柏ふるさと公園、セブンパークアリオ柏、手賀沼フィッシングセンター　

　シルバー人材センター☎7188－2204
◎市民体育館　日時　6月15日㈯午前9時～午後9時（6月1日㈯～窓口で要申
込・先着順）※骨密度＆インボディ測定会（500円）　場所・ 　市民体育館☎
7187－1155
◎ふれあい工房　日時　6月11日㈫～16日㈰午前9時～午後5時　対象　市
内在住・在学・在勤の方（リサイクル教室は除く）　場所・ 　ふれあい工房
☎7186－5500

7月1日㈪市制施行日も無料です！
詳しくは広報あびこ6月16日号でお知らせします。

6月15日は千葉県民の日
施設を無料開放

初夏を彩るハンギングバスケット
楽  緑の講習会

日時　6月25日㈫午前10時～正午　場所　湖北地区公民館工芸工作室
内容　初夏の植物をセレクトし、玄関を彩るハンギン
グバスケットを制作します。小さなバスケットの中に1
つのすてきなガーデンをしつらえ、花木の選び方、取
り扱い方なども学びます。
講師　伊藤忍さん　定員　先着20人（要申込）　
費用　3000円(材料費・資料代)
持ち物　エプロン、ミニスコップ、持ち帰り袋、筆記用具

・ 　NPOテラス21緑の事務局☎ 080－9344－4378（平日・土曜日午前9
時～午後5時）
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