
秋も深まり紅葉が綺麗な街並み。子どもとのお散歩が楽しい季節になってきましたね。 

ドングリや落ち葉は自然からのプレゼント。子どもは大好きですから、道端で拾い続けてなかなか先に進めないかも。

ママは忙しくて目的地にまっしぐらの毎日だと思いますが、たまには足の向くままにのんびりしては。 

おにぎりを持って、外でのランチも美味しい記憶に繋がります。 

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、１２日と２６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：https://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 

3 4 5 手遊び 

ふれあい遊び 

6 おしゃべり 

お茶会 

7  

手形の日 

1/ 

8 

2/ 

9 

10 11 12  

読み聞かせ 

13乳癌検診の 

お話 

14 

自由遊び 

15 16 

17 18 19 

卒乳について 

20  

自由遊び 

21 お誕生会 

手形の日 

22 23 

24 25 26 

読み聞かせ 

27  

自由遊び 

28  

羊毛アート 

29 30 

       

 

乳癌検診のお話 
 乳癌検診について。 
質問もできます。 

講師：鈴木未来さん、小泉美都枝さん 
（聖マリアンナ医科大学 
乳がん検診啓発団体） 

１１月１３日（水） 
10：30〜11：00 

 

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！ 

１１月５日（火） 

12：00〜 
 

☆♫お誕生会♪☆ 
パネルシアター、手遊びなど。

１１月生まれの子どもたちを、

みんなでお祝いしましょう。 

１１月２１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  
７日（木）、２１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。 
２１日はお誕生日用台紙も 

用意します。 

卒乳について 
卒乳のタイミングと 

方法など、相談もできます。 

講師：長谷川香澄さん（保健師） 

１１月１９日（火） 
10：30～11：30 

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。 

１１月６日（水） 

10：30〜11：30 

・●羊毛アート●・ 
羊毛フェルトで作る 

クリスマスオーナメント。 

講師：井戸原美帆さん 

１１月２８日（木） 
10：30～11：30 

http://mamaton.jpn.org/


＊クリスマスコンサート＊ 
クラシックとラテンで楽しむ 
素敵なクリスマスコンサート。 

ママパパ、おばあちゃん 
おじいちゃんもご一緒にどうそ。 
出演：ラテンクラシカ・アラモード、 

西野伸子さん 

１２月４日（水） 

11：00〜11：30 

✿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、１０日と２４日です。 

1年はアッと言う間。毎日追われるように生活している間に、子どもはぐんぐん成長していきます。 

ネンネの赤ちゃんがハイハイをし、歩くように。カタコトの言葉が可愛かった子たちも、もう来年は保育園、幼稚園に。

クリスマス、子どもの成長がなによりのプレゼント。1年間、子育て支援センターを利用してくださり、ありがとうご

ざいました。メリークリスマス！&ハッピーニューイヤー‼︎ 

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：https://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 2 3 

手形の日 

4クリスマス

コンサート 

5  

自由遊び 

6 7 

8 9 10 

読み聞かせ 

11手遊び 

ふれあい遊び 

12おしゃべり 

お茶会 

13 14 

15 16 17  

自由遊び 

18  

病気の予防 

19お誕生会 

手形の日 

20 21 

22 23 24 

読み聞かせ 

25 

かんたん工作 

26  

自由遊び 

27 28 

29 30 31 

 

     

 

★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。 

１２月生まれの子どもたちを 

みんなでお祝いしましょう！ 

１２月１９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 

 

 

▪病気の予防▪ 
冬に流行る病気と 

予防。対処法など。 

講師：大山美和子さん 

（看護師） 

１２月１８日（水） 
10：30〜11：30 

手形の日 
３日（火）、１９（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） 

１９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。 

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！ 

１２月１１日（水） 

12：00〜 
 

▲かんたん工作◆ 
かんたんに作れる 

おもちゃやアートを 

楽しみましょう！ 

１２月２５日（水） 
10：30〜11：30 

●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。 

１２月１２日（木） 

10：30〜11：30 

冬休み、新年は１月７日(火)から開始です。 

http://mamaton.jpn.org/

