
夏休みはいかがでしたか？ いつにも増して暑い毎日で、どうやって時間を過ごそうか、お母さんたちは
大変だったと思います。涼しい秋が待ち遠しかったですね。これからは自然の変化も美しく、食べ物も美味し
い季節。お弁当を持ってお散歩を楽しんでみては？ 外遊びに疲れたら、支援センターで情報交換。先輩幼稚
園ママのお話もいっぱい聞けます。 

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、１１日と２５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 

2 

 

3 4 幼稚園の 

生活 

5 おしゃべり 

お茶会 

6 先輩幼稚園 

ママのお話 

7 1/ 

8 

9 10 11  
読み聞かせ 

12  

手形の日 

13先輩幼稚園 

ママのお話 

14 15 

16 17 18先輩幼稚園 

ママのお話 

19先輩幼稚園 

ママのお話 

20先輩幼稚園 

ママのお話 

21 22 

23/ 

30 

24 

 

25 

読み聞かせ 

26 手遊び 

ふれあい遊び 

27 お誕生会 

手形の日 

28 29 

 開所曜日：火・水・木曜日 開所時間：9：30～12：30 
 

先輩幼稚園ママのお話 
●寺尾みどり幼稚園 
 ９月６日（木）10：30〜11：00 
●東菅幼稚園 
 ９月１３日（木）10：30〜11：00 
●うさぎ幼児園 
 ９月１８日（火）11：00〜11：30 

●矢の口幼稚園 
 ９月１９日（水）10：30〜11：00 
●菅幼稚園 

 ９月２０日（木）10：30〜11：00 

幼稚園の生活 
幼稚園ってどんなことをするの？ 
気になることの相談もできます。 

講師: 根津牧子さん 
（保育所等連携  幼稚園教諭） 

９月４日（火） 
10：30〜11：30 

 

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。 

９月２６日（水） 

11：00〜11：30 
 

☆♫お誕生会♪☆ 
パネルシアター、手遊びなど。

9 月生まれの子どもたちを、

みんなでお祝いしましょう。

９月２７日（木） 
11：00〜11：30 

手形の日  
１２日（水）、２７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。 

27 日はお誕生日用台紙も 
用意します。 

●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。 

９月５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）、おもちゃや絵本などを 

お持ちください。 

貰うだけでも大丈夫です。 

１０月１７日（水） 

時間内いつでも。 

✿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。 

今月は、９日と２３日（火） 

11：00〜11：30 

今年もあっと言う間に 10 月。子どもたちも大きく成長したと思います。夏の間は背が伸びることが多
く、秋からは体重が増えていくようです。小さい子たちもだんだん体力がついて、お昼寝をしないこともあ
るかもしれません。秋は何かとイベントも多くなりますが、いっぱい遊んで疲れて、夜は早めに寝る習慣を
つけていきましょう。 

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♪＊ 
パネルシアター、手遊びなど。 

10 月生まれの子どもたちを 

みんなでお祝いしましょう！ 

１０月１１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 2  

自由遊び 

3 おしゃべり

お茶会 

4 手遊び 

ふれあい遊び 

5 6 

7 8 

 

9  

読み聞かせ 

10 

自由遊び 

11 お誕生会 

  手形の日 

12 

 

13 

14 15 16 手遊び 

ふれあい遊び 

17 おさがり 

ゆずりっこ 

18  

自由遊び 

19 20 

21 22 23 

読み聞かせ 

24 みんなで 

歌いましょう！ 

25 

手形の日 

26 27 

28 29 30 

自由遊び 

31 保育園の 

生活 

   

 

 

開所曜日：火・水・木曜 

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 

１０月４日（木） 
１６日（火） 

11：00〜11：30 

♪みんなで 

歌いましょう！♫ 
ハロウィンの歌を歌いましょう！ 

仮装もオーケー！ 
講師：えぐさゆうこさん（歌）、 
新屋賀子さん（ピアノ）、 
森山来妙さん（歌・手遊び） 

１０月２４日（水） 
10：30〜11：30 

・保育園の生活・ 
保育園ってどんなことをするの？ 

気になることの相談もできます。 

 講師：鈴木理絵さん 

（菅保育園 保育士） 

１０月３１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。 

１０月３日（水） 

10：30〜11：30 

手形の日  
１１日（木）、２５日（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） 

11 日はお誕生日用台紙も 

用意します。 


