
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。 
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開所曜日：火・水・木曜  

開所時間：9： 30～12：30 

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)  
 ☆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。 

＊身体測定 開所時間内いつでもＯＫ！ 
 

感染症対策のため、ご利用に際しては下記の注意事項についてご理解いただき、ご利用についてご協力をよろしくお願いします。 

 ■ご利用にあたってのお願い■ 

 親子９組程度 当日先着順 

1．1 組 1 時間程度を目安に、定員を越える場合は交代でのご利用にご協力ください。 

定員に達した場合は、別室でお待ちいただくこともあります。感染予防のため、消毒は随時行います。 

※空き状況を確認したい方はお電話ください。（080-6702-4183） 

2. 来所前に親子共に検温をして平熱より高い場合や、体調が優れない場合、身近に感染者が出た場合は来所をお控えください。 

3. マスクの着用（乳幼児、特に 2 歳未満は不要です）・手洗い・手指の消毒にご協力ください。 

4. ご家族が感染症（インフルエンザ・新型コロナウイルス等）を発症した場合、また感染症の影響で家族の学校や幼稚園・保育

園がお休みになった場合、入室をご遠慮ください。 

●利用状況や新型コロナウイルス感染症の今後の状況などにより、対応を変更する場合はあらためてお知らせします。 

詳しくはままとんきっずのホームページでご確認ください。 

🔶一緒に遊ぼう！🔶 
手遊び歌やふれあいあそび 

みんなで一緒に 

遊びましょう！ 
講師：松村衛さん 

（菅保育園保育士） 

1 月 18 日(水)11：00～11：30 

 

変更がありましたら HP

に随時掲載しますので、
ご確認ください 
（ままとんきっず HP） 

 

1 月生まれのお子さんにメダルを 

プレゼント！来所時にスタッフに 

声をかけてください。 

 

 

 

★ふれあい遊び★ 
支援センタースタッフによる 

季節のふれあい遊びです。       

パネルシアター、手遊びうたな

ど、一緒に遊びましょう。 

1 月 17 日(火) 

11：00～11：20 

 

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。 

どうぞお気軽に遊びにきてください。 

相談もできます。 

工作・手形もやってるよ！

（★マークの日） 

川崎市地域子育て支援センター（連携型） 

◇手作りおもちゃ◇ 
いつもここであそんでいる 

あのおもちゃ 

作ってみませんか？ 

1 月 25 日(水) 
10：30～12：00 の間に随時 

       （先着９組） 
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感染症対策のため、ご利用に際しては下記の注意事項についてご理解いただき、ご利用についてご協力をよろしくお願いします。 

 ■ご利用にあたってのお願い■ 

 親子 9 組程度 当日先着順 

1．1 組 1 時間程度を目安に、定員を越える場合は交代でのご利用にご協力ください。 

定員に達した場合は、別室でお待ちいただくこともあります。感染予防のため、消毒は随時行います。 

※空き状況を確認したい方はお電話ください。（080-6702-4183） 

2. 来所前に親子共に検温をして平熱より高い場合や、体調が優れない場合、身近に感染者が出た場合は来所をお控えください。 

3. マスクの着用（乳幼児、特に 2 歳未満は不要です）・手洗い・手指の消毒にご協力ください。 

4. ご家族が感染症（インフルエンザ・新型コロナウイルス等）を発症した場合、また感染症の影響で家族の学校や幼稚園・保育

園がお休みになった場合、入室をご遠慮ください。 

●利用状況や新型コロナウイルス感染症の今後の状況などにより、対応を変更する場合はあらためてお知らせします。 

詳しくはままとんきっずのホームページでご確認ください。 

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、14 日と 28 日です。 

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。 

どうぞお気軽に遊びにきてください。 

相談もできます。 

 

 

 

 

  

開所曜日：火・水・木曜  

開所時間：9： 30～12：30 

🔶イヤイヤ期の対応🔶 
    （個別相談） 

「あれもイヤ、これもイヤ」 

わたしはどうしたらいいの？ 

そんなお悩みありませんか？ 

講師：小川清香さん 

（菅保育園保育士） 

2 月 9 日(木) 

10：30～11：30（先着４組） 

変更がありましたら HP
に随時掲載しますので、

ご確認ください 
（ままとんきっず HP） 

 

♪親子であそびタイム♪ 
ふれあい遊びやリトミックで 

一緒に楽しみましょう！ 

講師：柳原伸香さん 

2 月 1 日(水) 

11：00～11：３0 

 工作・手形もやってるよ！

（★マークの日） 

＊身体測定 開所時間内いつでもＯＫ！ 
 

2 月生まれのお子さんにメダルを 

プレゼント！来所時にスタッフに 

声をかけてください。 

 

 

 

★ふれあい遊び★ 
支援センタースタッフによる 

季節のふれあい遊びです。       

パネルシアター、手遊びうたなど、

一緒に遊びましょう。 

2 月 21 日(火) 

11：00～11：20 

 

川崎市地域子育て支援センター（連携型） 

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「高齢者等避難」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。 

◇育児相談◇ 
育児の悩みや気になっている 

こと、愚痴でも OK。気軽に 

お話ください。 

（個別相談になります。先着４組） 

保育士：罇真里子さん （かわさき

さくら児童家庭支援センター） 

2 月 14 日(火)10：00～11：00 

 

※個別相談・育児相談以外の方は自由遊びです。 


