
梅雨が明け、また暑い夏がやってきました。暑い日でも外で遊びたい子はお母さんも大変ですね。 
陽射しの強い時間は帽子や日焼け止め、虫除けを忘れずに。時には朝の早い時間や、夕方の涼しい時間の
お散歩に切り替えてもいいかもしれません。 
子どもたちは汗をいっぱいかきますから、まめな水分補給やシャワー、着替えも心がけてね。 

✿読み聞かせ✿ 
～りぷりんと かわさき～ 

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、11日、25日です。 

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 

おしゃべりお茶会 
お茶をしながら子育てのことを 

いろいろ話しましょう。 

初めての方も気軽にどうぞ！ 

7月 4日（火） 
10：30〜11：30 

★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 支援センター開所時間内でしたら、いつ
でもご利用になれます。お声かけください。 

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。 

 

 

日 月 火 水 木 金 土 

2 3 4おしゃべり 

お茶会 

5 

手形の日 

6 

七夕まつり 

7 1/ 

8 

9 10 11 

読み聞かせ 

12 

自由遊び 

13 お誕生会 

手形の日 

14 15 

16 17 18 

自由遊び 

19 トイレ 

トレーニング 

20ふれあい 

遊びミニヨガ 

21 22 

23/ 

30 

24/ 

31 

25 

読み聞かせ 

26 

自由遊び 

27  

小麦粉粘土 

28 29 

 

☆七夕まつり☆ 
手遊び、読み聞かせなどで

楽しみましょう。 

7月 6日（木） 

11：00〜11：30 

開所曜日：火・水・木曜日  

開所時間：9：30～12：30 
 

☆♫お誕生会♪☆ 
7月生まれの 

子どもたちをみんなで 

お祝いしましょう。 
7月 13日（木） 
11：00〜11：30 

トイレトレーニング 

について 
タイミング、方法など。 

相談もできます。 
講師 小島智子さん 

（生田保育園保育士） 
7月 19日（水）10：30〜11：30 

◇小麦粉粘土◇ 
汚れてもよい 
服装で来てね。 
7月 27日（木） 
10：30〜11：30 

手形の日  
5日（水）、13日（木） 

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。 

13日はお誕生日用台紙も 
用意します。 

ふれあい遊びミニヨガ 
親子で楽しく身体を 

動かしましょう。動きやすい 
服装で、水分も忘れずに。 

講師 柳原伸香さん 
7月 20日（木）10：30〜11：30 



夏休みに入ると遠出や帰省で、長時間乗り物に乗ることもあると思います。 

好きなおもちゃや絵本、おやつや飲み物など、荷物も増えますね。初めての場合は心配ごとも多いものです。

スケジュールは無理をせずゆったりめで、大人の都合ではなく、子どものリズムに合わせて。 

先輩ママさんに聞いてみると、きっといろいろ教えてもらえますよ。 

✿読み聞かせ✿ 
～りぷりんと かわさき～ 
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、22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。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。 

 

 

 

 

緊急の時の対応について 暴風警報の出ている時、震度５強以上の地震が発生した場合と、東海地震注意報や東海地震
予知情報（警戒宣言）が発表された場合には、地域子育て支援センターはこども文化センターの災害時対応に準じて安全
確認ができるまで閉所となることがあります。 

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。 

おしゃべりお茶会 
お茶をしながら子育てのこ
とをいろいろ話しましょう。 
初めての方もどうぞ！ 

8月 1日（火） 

10：30〜11：30 

★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 支援センター開所時間内で
したら、いつでもご利用になれます。 
スタッフにお声かけください。 

＊♪お誕生会♪＊ 
8月生まれの子どもたちを 

みんなでお祝いしましょう。 

8月 3日（木） 

11：00〜11：30 

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おしゃべり 

お茶会 

2 

自由遊び 

3お誕生会 

手形の日 

4 5 

6 7 8 

読み聞かせ 

9 

自由遊び 

10 おさがり 

ゆずりっこ 

11 12 

13 14 15 

自由遊び 

16  

手形の日 

17 手作り 

おもちゃ 

18 19 

20 21 22 

読み聞かせ 

23  

自由遊び 

24 

小麦粉粘土 

25 26 

27 28 29 

自由遊び 

30 産後うつと

ママの体ケア 

31 親子 

リトミック 

 

  

 

⋆手作りおもちゃ⋆ 
かんたん工作で 

おもちゃを作ろう！ 
8月 17日（木） 
10：30〜11：30 

開所曜日：火・水・木曜日 開所時間：9：30～12：30 
 

･･おさがりゆずりっこ･･ 
不要になった子ども服（洗濯済
み）、おもちゃ、絵本などをお持
ちください。大きな物は掲示で。
もらうだけでも大丈夫。 
8月 10日（木）開所時間内 
 

産後うつと 
ママの体のケア 
相談もできます。 
講師 米田素枝さん 
（助産師・栄養士） 
8月 30日（水） 
10：30〜11：30 

◇小麦粉粘土◇ 
汚れてもよい 
服装で来てね。 
8月 24日（木） 
10：30〜11：30 

♬親子リトミック♪ 
リズムにのって運動 

しましょう。動きやすい 
服装で、水分も忘れずに。 
講師山本雅さん 
8月 31日（木） 
10：30〜11：30 

手形の日  
3日（木）、16日（水） 

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） 

3日はお誕生日用台紙も 

用意します。 


