
まだまだ残暑の厳しい時期ですが、夏休みはいっぱい遊べましたか？ 頑張った分だんだんと疲れが出てきて

いるかもしれませんね。多摩区では 9月 15日にたまたま子育てまつりが多摩市民館、区役所で行われます。 

多摩区最大の子どもまつりですから、ぜひ遊びに行ってみてください！ 

疲れたら子育て支援センターでまったり過ごしてね。 

JR 稲田堤駅徒歩 20 分 
京王稲田堤駅より「生田折返場」行き
「馬場 3 丁目」下車 徒歩 3 分 

✿読み聞かせ✿ 
～りぷりんと かわさき～ 
地域のおじいちゃん、 

おばあちゃんの 
絵本の読み聞かせです。 

紙芝居や手遊びもあります。 

第２・第４火曜日 

11：00〜11：30 

今月は、１０日と２４日です。 

★ミニ講座のない日も、手遊びや 
ふれあい遊び、かんたん工作などを用意
しています。 
★体重・身長測定 時間内いつでもＯK。 
スタッフに声をかけてください。 

川崎市地域子育て支援センター事業（連携型） 

場所：南菅こども文化センター内多摩区菅馬場 3-26-1 電話：080－6702－4183  

運営団体：NPO 法人ままとんきっず事務所 (☎044-945-8662)  

ホームページ http:ww.mamaton.jpn.org/  

☆センターの電話は開所時間のみです。 

それ以外の平日１０：００～１５：００は、ままとんきっず事務所まで。 

地域子育て支援センターは、 

乳幼児と保護者が自由に遊べるスペースで

す。ままとんきっずのスタッフが 

みなさんをお待ちしています。 

おひとりでもどうぞお気軽に遊びにきてく

ださい。相談もできます。 

 

 

ボランティア募集 ★子育て支援センターでボランティアしてみませんか？ 詳しくはままとんきっずへ ☎044-945-8662 

日 月 火 水 木 金 土 

1 2 3 

幼稚園のお話 

4 先輩幼稚園 

ママのお話 

5  

自由遊び 

6 7 

8 9 10  

読み聞かせ 

11 おしゃべり 

お茶会 

12先輩幼稚園 

ママのお話 

13 14 

15 16 17 

自由遊び 

18  

手形の日 

19 手遊び 

ふれあい遊び 

20 21 

22 23 24 

読み聞かせ 

25  

自由遊び 

26お誕生会 

手形の日 

27 28 

29 30      

 
◆幼稚園のお話◆ 

幼稚園てどんなことをするの？ 
選び方は？ 準備に必要なことは？ 

相談もできます。 

講師：根津牧子さん（元幼稚園教諭） 

９月３日（火） 
10：30〜11：30 

 

手遊び 

ふれあい遊び 
簡単な歌に合わせて、 

子どもといっぱいふれあ

いましょう！ 

９月１９日（木） 

12：00〜 
 

☆♫お誕生会♪☆ 
パネルシアター、手遊びなど。

9 月生まれの子どもたちを、

みんなでお祝いしましょう。 

９月２６日（木） 
10：30〜10：50 

お誕生月の子は始まる５分前
には来てね。 

手形の日  
１８日（水）、２６日（木） 

成長の記録、 
記念の手形を取りましょう。 
汚れてもいい服装で来てね！ 

かわいい台紙も用意しています。 
開設時間内 12時まで。 
２６日はお誕生日用台紙も 

用意します。 

緊急の時の対応について（当日の朝 8 時の時点で、） 
・神奈川県の全域または県内の一部（川崎市に限らない）に「特別警報」「暴風警報」
「暴風雪警報」のいずれかが出た場合 

・川崎市から「避難準備･高齢者等避難準備開始」が発令されていた場合 ・震度６
弱以上の地震が発生した場合 
以上の場合は地域子育て支援センターは安全確認ができるまで閉所となります。 

先輩幼稚園ママのお話 
・４日（水）矢の口幼稚園 

・１２日（木）東菅幼稚園 

いずれも 11：00～11：30 

開所曜日：火・水・木曜日 開所時間：9：30～12：30 

●おしゃべりお茶会● 
子育てのこと、気になることなど、

いっぱいおしゃべりしましょう。

初めての方もどうぞ。 

９月１１日（水） 

10：30〜11：30 



保育園の生活 

保育園てどんなところ？ 

子どもたちの様子は？ 

準備には何がいるの？ 

相談もできます。 

講師：山本淳美さん 

（菅保育園保育士） 

１０月２３日（水） 

10：30〜11：30 

✿読み聞かせ✿ 
～りぷりんと かわさき～ 
地域のおじいちゃん、 

おばあちゃんの絵本の 

読み聞かせです。 

紙芝居や手遊びもあります。 

第２・第４火曜日 

11：00〜11：30 

今月は、８日と２２日です。 

秋はあちこちでイベントが開催され、親子で参加できる楽しい時期。幼稚園選び、保育園探しもそろそろ本格

的になりますね。無償化に伴う制度の変更もあり、いろいろ戸惑うことも多いと思いますが、分からないことはど

んどん聞いて不安を解消しましょう。子育て支援センターでも先輩幼稚園ママのお話や、保育園についてのミニ講

座がありますので、参考にしてください。 

地域子育て支援センターは、乳幼児と保護

者が自由に遊べるスペースです。ままとん

きっずのスタッフがみなさんをお待ちし

ています。おひとりでもどうぞお気軽に遊

びにきてください。相談もできます。 

 

 

 

 

川崎市地域子育て支援センター事業（連携型） 

場所：南菅こども文化センター内 多摩区菅馬場 3-26-1 電話：080－6702－4183 
運営団体：NPO 法人ままとんきっず事務所(☎044-945-8662) ホームページ http：//www.mamaton.jpn.org/  
☆センターの電話は開所時間のみです。それ以外の平日１０：００～１５：００は、ままとんきっず事務所まで。 

日 月 火 水 木 金 土 

  1おしゃべり 

お茶会 

2先輩幼稚園 

ママのお話 

3先輩幼稚園 

ママのお話 

4 5 

6 7 8 

読み聞かせ 

9 

手形の日 

10 

自由遊び 

11 12 

13 14 15手遊び 

ふれあい遊び 

16  

自由遊び 

17 おさがり 

ゆずりっこ 

18 19 

20 21 22  

読み聞かせ 

23 

保育園の生活 

24お誕生会 

手形の日 

25 26 

27 28 29 

自由遊び 

30 みんなで 

歌いましょう！ 

31 

自由遊び 

  

 

★ミニ講座のない日も、手遊びやふれあい 
遊び、かんたん工作などを用意しています。 
★体重・身長測定 時間内いつでもＯK。 
スタッフに声をかけてください。 

＊♪お誕生会♪＊ 
パネルシアター、手遊びなど。 

８月生まれの子どもたちを 

みんなでお祝いしましょう！ 

１０月２４日（木） 

10：30〜10：50 
お誕生月の子は始まる５分前

には来てね。 

開所曜日：火・水・木曜 

開所時間：9：30～12：30 

 

 

みんなで歌いましょう！ 
子どもの歌、大人の歌、 

みんなで大きな声で 

歌いましょう！ 

 気持ちもスッキリします。 

講師：えぐさゆうこさん、 

ムスヤ葉子さん 

１０月３０日（水） 
11：00〜11：30 

手形の日 
９日（水）、２４（木） 

成長の記録、 

記念の手形を取りましょう。 

かわいい台紙も用意しています。 

開所時間内（12時までに来てね） 

２４日はお誕生日用台紙も 

用意します。 

先輩幼稚園 
ママのお話 

・２日（水）菅幼稚園 

・３日（木）寺尾みどり幼稚園 

いずれも 11：00～11：30 

手遊び 

ふれあい遊び 
簡単な歌に合わせて、 

子どもといっぱい 

ふれあいましょう！ 

１０月１５日（水） 
12：00〜 

 

おさがりゆずりっこ 
不要になった子ども服、 

おもちゃ、絵本などを 

お持ちください。 

もらうだけでもＯKです。 

１０月１７日（木） 
時間内 ●おしゃべりお茶会● 

子育てのこと、気になることなど、

いっぱいおしゃべりしましょう。

初めての方もどうぞ。 

１０月１日（火） 

10：30〜11：30 


