
蒸し暑い梅雨の季節から、本格的な夏に。身体が慣れないうちは子どもも体調を崩しがちです。喉が渇いたり
寝苦しかったりで、夜中に何度も起きる子もいるかもしれませんね。まめな水分補給と着替えを心がけて。あせも
の予防にはシャワーやお風呂、こまめに汗を拭くなども必要です。便秘や虫刺されも心配。ママも忙しいと思いま
すので、休める時には子どもと一緒にお昼寝しましょう。 

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～ 

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 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） 

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。 

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 2 3 

自由遊び 

4みんなで 

歌いましょう 

5 お誕生会 

 手形の日 

6 7 

8 9 10  
読み聞かせ 

11 手遊び 

ふれあい遊び 

12  

自由遊び 

13 14 

15 16 17 おしゃべり 

お茶会 

18 トイレ 

トレーニング 

19  

自由遊び 

20 21 

22 23 

 

24 

読み聞かせ 

25  

自由遊び 

26  

手形の日 

27 28 

29 

 

30 31手遊び 

ふれあい遊び 

 

  

 

 

 

  

 

開所曜日：火・水・木曜日  
開所時間：9：30～12：30 

 

～トイレトレーニング 

について～ 
いつから始めるの？どんな風に 
するの？なかなかうまくできな
いけど。個別相談にも応じます。 
講師：我田亜紀さん（保育士） 

７月１８日（水） 
10：30〜11：30 

♪みんなで 
歌いましょう！♫ 
子どもの歌、大人の歌。 

大きな声でみんなで歌いましょう。 
気持ちがスッキリします。 

講師: えぐさゆうこ（歌） 

新屋賀子（ピアノ）森山来妙（歌、手遊び） 

７月４日（水）11：00〜11：30 
 

手遊び 

ふれあい遊び 
親子で楽しい手遊び、ふれ

あい遊びをしましょう。 

７月１１日（水）、 

３１日（火） 
11：00〜11：30 

 

☆♫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。 

６月に来られなかった方も 

どうぞ。 

７月５日（木） 
11：00〜11：30 

●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。 

７月１７日（火） 

10：30〜11：30 

手形の日  
５日（木）、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。 
５日はお誕生日用台紙も 

用意します。 



○ベビーマッサージ○ 
親子で触れ合い、優しいひととき
を過ごしましょう。 
講師：佐々木由美さん 

持ち物：バスタオル、着替え、水分 

８月７日（火） 

10：30〜11：30 
 

✿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。 

今月は、２８日（火） 

11：00〜11：30 

夏休みは遠出を考えているご家庭もあるかもしれませんね。初めての新幹線や飛行機は心配がいっぱい。 

先輩ママにいろいろ聞いて、準備する物も考えましょう。大きな荷物は先に先方に送ったり、行った先で買える物

もあると思います。スケジュールも無理をしないで、予備日を作るくらいの気持ちで。子どもは環境が変わると興

奮して夜泣きしたり、食欲が落ちることもありますから、帰宅後もゆったりできるよう早めの時間を心がけてね。 

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。 

★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！ 

手遊び、パネルシアターなど。 

８月２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  

自由遊び 

2 お誕生会 

  手形の日 

3 4 

5 6 

 

7 ベビー 

マッサージ 

8 おしゃべり 

お茶会 

9  

自由遊び 

10 

 

11 

12 13 14  

自由遊び 

15  

手形の日 

16 手作り 

おもちゃ 

17 18 

19 20 21 

歯のお話 

22  

小麦粉粘土 

23 

自由遊び 

24 25 

26 27 28 

読み聞かせ 

29 

自由遊び 

30手遊び 

ふれあい遊び 

31  

 

開所曜日：火・水・木曜日  
開所時間：9：30～12：30 

 
 

手遊び 

ふれあい遊び 
親子で楽しい手遊び、 

ふれあい遊びをしましょう 

８月３０日（木） 

11：00〜11：30 

◇歯のお話◇ 
歯磨きはいつからするの？  
歯並びが気になるけど。 
個別相談にも応じます。 
講師：須崎由紀子さん 
（歯科衛生士） 

８月２１日（火） 

10：30〜11：30 

小麦粉粘土 
小麦粉粘土で楽しく 

遊びましょう！汚れて

もよい服装で来てね！ 

８月２２日（水） 

10：30〜11：30 

■手作りおもちゃ■ 
身近にある物で簡単にで

きるおもちゃを作ります。 

８月１６日（木） 

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。 

８月８日（水） 

10：30〜11：30 

手形の日  
２日（木）、１５日（水） 

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） 

２日はお誕生日用台紙も 

用意します。 


