
今年はインフルエンザの流行が早いそうで、既に幼稚園や学校では学級閉鎖のところも出ています。風邪の予防に

は手洗いとうがいが大切。まずは大人からしっかり実行しましょう。睡眠や食事の生活リズムを整えることも体調維

持には大事。冷たい空気が気持ちのいい季節ですから、晴れた日には子どもと一緒に散歩で粘膜を鍛えましょう。 

✿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、14日、28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 

★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 

   

 

1  

手形の日 

2 おしゃべり 

お茶会 
3 4 

5 6 7 おさがり 
ゆずりっこ 

8 

自由遊び 

9  

自由遊び 

10 11 

12 13 14  

読み聞かせ 

15 

自由遊び 

16お誕生会 

 手形の日 

17 18 

19 20 21 

自由遊び 

22 みんなで 

歌いましょう！ 

23  

自由遊び 

24 25 

26 

 

27 28 

読み聞かせ 

29卒乳に 
ついて 

30 

自由遊び 

 

開所曜日：火・水・木曜日  
開所時間：9：30～12：30 
 

手形の日  
1日（水）、16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。 

16日はお誕生日用台紙も 
用意します。 

☆♫お誕生会♪☆ 
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 16日（木） 
11：00〜11：30 

みんなで歌いましょう！ 
クリスマスバージョン。 
大きな声でいっぱい歌って 

スッキリ笑顔に！ 
講師 えぐさゆうこさん、 

清水陽子さん、新屋賀子さん 

11月 22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。 

11月 2日（木） 
10：30〜11：30 

○卒乳について○ 
卒乳はいつ？ どうやったら 
いいの？ 相談もできます。 
講師 多摩区役所地域 

みまもり支援センター  

保健師 稲村有美さん 

11月 29日（水） 

10：30〜11：30 

 

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。貰うだけで
も大丈夫です。 

11月 7日（火） 

開設時間内 



・◇病気の予防◇・ 
冬に流行る病気の予防と対
処法。相談もできます。 
講師 多摩区役所地域みまも
り支援センター  
看護師 古茂田一美さん 

12月 6日（水） 

10：30〜11：30 

 

今年も 1年間お疲れ様でした。小さな赤ちゃんだった子が、おしゃべりしたり歩くようになったり、この 1年の

成長は目覚ましいですね。春からは幼稚園や保育園に入園するお子さんもいることでしょう。クリスマスやお正月

の準備など、ワクワクすることも多い 12月。何かと忙しいと思いますが、余裕をもって無理のないように過ごし

ましょう。メリークリスマス&良いお年を！ 

✿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、12日、26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 
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 5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♪＊ 
12月生まれの子どもたちを 

みんなでお祝いしましょう！ 

手遊び、パネルシアターなど。 

12月 21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 

3 4 5おしゃべり 

お茶会 

6 

病気の予防 

7  

手形の日 

1/ 

8 

2/ 

9 

10 11 

 

12 

読み聞かせ 

13 クリスマス 

コンサート 

14 

自由遊び 

15 

 

16 

17 18 19 

自由遊び 

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 

自由遊び 

29 30 

31 30 31    

 

開所曜日：火・水・木曜日 開所時間：9：30～12：30 
 
 

手形の日  
7日（木）、21日（木） 

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） 

21日はお誕生日用台紙も 

用意します。 

年末年始のお休みは、 
12月 29日(金)～1月 3日(水)まで。 

 

☆クリスマスコンサート☆ 
バイオリンとギターの生演奏を 
楽しみましょう！赤ちゃんも OK。 
おじいちゃんおばあちゃんもどうぞ。 
出演 ラテンクラシカ・アラモード 
市川真未、有北森 

12月 13日（水） 

11：00〜11：30 


