
11月18日（日）メインイベント⬇家族の日

11月11日（日）〜24日（土）この期間のイベントは（次面）家族の週間

　 い ち か わ し 　 　  か ぞ く 　  し ゅ う か ん

市川市家族の週間の詳細は、市公式 Web サイトをご覧ください。  市川市家族の週間  で検索　市川市こども政策部子育て支援課☎ 711-0677

家族の週間とは？───
平成 19年度から、内閣府は「子どもの育ちを支え、若者が安心して成長できる社会」を目指し、「家族の日」「家族の週間」を通じて家族や地域の大切さについて理解の促進を図っています。市川
市でもこの期間に様々な家族向けイベントを行い、思い出づくりを通して家族の大切さや地域とのつながりを考えてもらうよう働きかけています。是非この機会に、家族について考えてみませんか？

2018

入
場

料
無

11月18日（日）11：00〜16：00 ニッケコルトンプラザ（鬼高 1 － 1 － 1）
タワーコート・コルトンホール

◆笑顔の花を咲かせよう！
　お花のモチーフを付けたお友だち＆
　パパ・ママあつまれ！
　11：00〜
　（出演）チーバくん、市川市すこやか応援隊

◆三世代で楽しもう！フラダンスショー
　11：45〜
　（出演）�ハラウ�レイオフレフア、
　　　　NPO法人孫育て・ニッポン�ぼうだあきこ

◆イクメン遊び講座 バルーンアート
　15：15〜
　（出演）NPO法人ファザーリング・ジャパン
　　　　メンバー

◆親子でエコバッグデコ  先着 30組�材料費 200円�11：00〜 12：00
　（講師）小さなおやこ絵本館ぴよぴよ

◆みんなで遊ぼう！パネルシアター★ 11：45〜 12：15
　歌・クイズ・おはなし・もりだくさん♪
　（出演）パネルシアター☆わおわお

◆親子でカチューシャ作り  先着30組�材料費 500円�13：00〜 14：00
　（講師）アトリエ nao

◆人形劇／おさんぽ青虫 15：00〜 15：30
　（出演）人形劇団ふわふわ

◆出張図書館 11：00〜 16：00
　（協力）市川市中央図書館

◆絵本の読みきかせ 13：45〜 14：15
　（講師）市川市中央図書館（こどもとしょかん）

■主催／市川ファミリーフェスタ実行委員会　　　■共催／市川市　　　■特別協賛／ニッケコルトンプラザ
■後援／市川市教育委員会、㈳市川市医師会、㈳千葉県助産師会、ファザーリング・ジャパンちば、NPO法人孫育て・ニッポン
■問合せ／事務局��㈱ IP�シンフォニー　☎ 03－ 6202 － 6033（月〜金 10：00〜 18：00※祝日を除く）

チーバくんと一緒に写真を撮ろう！
① 12：15〜 12：30　タワーコート
② 12：45〜 13：00　コルトンホール
③ 14：30〜 14：45　コルトンホール

タワーコート（センターモール２Ｆ） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ コルトンホール（イーストモール２Ｆ） ・・・

保田 圭トークショー
14：00 〜

この他、小児科医・
助産師の相談会や
子育て情報展示など！



家族の週間関連展示
◆ 10 月　11月
行徳・信篤・南行徳・平田・市川駅南口の各図書館で「家族」・
「子育て」関連の展示を実施。また、地域の子育て情報・イベ
ントチラシ・パンフレット等の配布も行います！　場 各図書館　
対 子育て中の親子　問 各図書館まで

みんなでスポーツ
◆ 10 月 28 日 日　10：00〜15：00
どなたでも気軽にご参加いただける軽スポーツの体験や、新体
力測定を実施します！　場 市川市スポーツセンター国府台市民
体育館、陸上競技場（国府台 1-6-4）　対 ０歳〜大人　問 ス
ポーツ課☎ 047-373-3112

人形劇「だるまちゃんとてんぐちゃん」
◆ 10 月 28 日 日　11：00〜12：00
有名絵本作家（かこさとし）の代表作が、人形劇団あっけらか
ん♪の楽しくてかわいい人形劇に
なりました。はじめての人形劇とし
て小さなお子様から大人まで、親
子でどうぞ！　場 市川市文化会館
大会議室（大和田 1-1-5）　 対 ３
歳〜大人 定員 200 人　費 ・１人
1,500 円（３歳以上）・親子ペア
2,500 円　 申 ９月 10 日より市川
子ども文化ステーション中央地区
までchuou@kodomobst.org

（定員になり次第締め切り）

行徳図書館「えほんの会」「おはなし会」
◆①「えほんの会」毎週 水（最終水除く）
　　14：30〜14：50
　②「おはなし会」毎月最終 水　14：30〜14：50
①基本の絵本を中心にした読み聞かせ　②すばなしとストーリ
ー性のある長い絵本の読み聞かせ　場 行徳図書館（末広 1-1-
31）　対 ①４歳〜小学生　②５歳〜小学生　問 行徳図書館☎
047-358-9011

こどもとしょかん　絵本の読み聞かせ
◆①えほんの会　毎週 木　15：30〜
　　毎月第１、２、４（５） 土　14：00〜
　②おはなし会　毎月第３ 土　14：00〜
　③らっこの会　毎週 日　11：00〜
　④わらべうたであそぼう　毎週 金　15：30〜
①基本の絵本を中心にした読み聞かせ　②すばなしとストーリ
ー性のある長い絵本の読み聞かせ　③絵本を読みはじめたばか
りのお子さんにおすすめの絵本の読み聞かせやわらべうたの紹
介　④わらべうたやあかちゃんから楽しめる絵本の読み聞かせ　

場 中央図書館内こども図書館（鬼高 1-1-4）　対 ①４歳〜小
学生（第２木・土曜は保護者参加可）　②４歳〜小学生　③３
歳までの親子　④３歳までの親子　問 中央図書館内こども図
書館☎ 047-320-3346

始めてみよう！家族でエシカルライフ
◆ 11月２日 金
いま話題の「エシカル消費」について分かりやすく学ぼう！家
族で楽しく始められる「エシカルライフ」の紹介も♪　場 あじ
さい保育園３階まいまいルーム（妙典 5-12-16）　対 15 組の
親子・子育てに関わっている方　申 〜11月１日までにブログ
で詳細を確認後メールでお申込み・ブログ https://blog.goo.
ne.jp/mamacommumyoden1mamacommumail@yahoo.
co.jp（定員になり次第締め切り）

親子でリズム体操しよう！
◆ 11月２日 金 ９日 金 16 日 金
　各日 10：30〜12：00　２日はピアノ伴奏付
親子でリズム体操、赤ちゃんマッサージ、読み聞かせや手遊び
などで楽しもう♪　場 菅野公民館（菅野 3-24-2）　対 未就園
児までの親子　 問 新婦人赤ちゃん親子リズム☎ 047-323-
3788

親子リズム体操体験会！
◆ 11月２日 金 11月 16 日 金
　各日 10：30〜12：00
親子でリズム体操、ふれあい遊びや工作を楽しもう！　場 富美
浜地域ふれあい館（欠真間 2-31-5）　対 未就園児までの親子　
申 前日までに赤ちゃん・親子リズム小組どろっぷまで☎ 090-
2304-8750 またはdrop_rizumu@yahoo.co.jp（各日定員
になり次第締切）

えんにち de バザール in 三角公園
〜こども食堂チャリティーバザー〜

◆ 11月３日 土　※雨天順延 11月４日
カレー、焼きそば、その他手作り品、フリーマーケット、子ど
ものゲームコーナーなど、３世代で楽しく交流♪　場 三角公園

（東菅野 1-9-10）　対 どなたでも　問 市川子ども文化ステーシ
ョン北地区☎ 047-339-7744

子どもと聴こう！楽器のミニコンサート
◆ 11月４日 日　11：00〜11：40
マザーズアンサンブル・チェリーによる大人も子どもも楽しめ
るコンサート♪　場 杉の木保育園（鬼高 3-18-17）　対 子ども
と保護者　問 マザーズアンサンブル・チェリー☎ 090-5574-
7599（担当：佐藤）

親子で体操＆かんたん工作
◆ 11月６日 火　10：30〜12：00
親子でリズム体操、絵本の読み聞かせや簡単工作で楽しもう♪　
場 中山競馬場中央会館（予定）　対 未就園児までの親子　申

前日までにきらきらキッズ新日本婦人の会へ☎ 047-323-3788

子連れママのエクササイズ
◆①ベビーダンササイズ
　　11月６日 火 20 日 火　各日９：45〜10：45

　②バレエストレッチ
　　11月９日 金　10：45〜11：45
　③ストレッチ＆ダンス
　　11月 27 日 火　９：45〜10：45
場 行徳地域ふれあい館（富浜 2-5-19）　対 子育て中のママ（子
連れ参加可）　 費 500 円　 申 子連れでエクササイズまで
chitty88chitty88@gmail.com

赤ちゃんサロン
「みつばちっこサロン本八幡」
◆①おしゃべりサロン
　　11月７日 水　10：30〜13：00
　②わらべうたサロン
　　11月 20 日 火　10：30〜13：00
①手作りおやつを食べながら、おしゃべりに華を咲かせましょ
う　②わらべうたを楽しみながらゆっくり交流しましょう　場

シェアスペースにわにわ（菅野 4-2-1）　対 ０〜１歳ぐらいの
親子　持 昼食　費 参加費 500 円　申 開催日前日までに親そ
だちネットワーク　ビジー・ビーへmitubachisaron@
yahoo.co.jp

赤ちゃんサロン「新井わらべうたサロン」
◆ 11月８日 木　13：30〜15：30
わらべ歌を楽しみながらゆっくり交流しましょう　場 新井地域
ふれあい館（新井 3-31-1）　対 ０〜１歳くらいの親子　費 参
加費１組 500 円　申 前日までに親そだちネットワーク　ビジ
ー・ビーまでsalonbusybee@yahoo.co.jp

親子ダンス
〜親子で一緒に楽しくダンスを踊ろう〜

◆ 11月８日 木 15 日 木 29 日 木
　各日① 16：30〜 ママ　② 17：30〜 子ども
体を動かしたい！運動不足を解消したい！初心者OKレッスン
体験！みんなで楽しく踊りましょう♪　場 曽谷公民館（曽谷
6-25-5）　対 １人歩きができるお子さんとママ　費 １人体験
500 円・１人レッスン 1,000 円　問 市川市ママサークル chibi
たん☎ 047-373-8907

赤ちゃんサロン「みつばちっこ」
◆① 11月９日 金 10：30〜12：00　新井自治会館
　② 11月 12 日 月 10：30〜12：00　菅野公民館
　③ 11月 12 日 月 10：30〜12：00　本行徳公民館
　④ 11月 19 日 月 14：00〜15：30　鬼高公民館
　⑤ 11月 22 日 木 10：30〜12：00　信篤公民館
０〜１歳くらいの親子でおしゃべりしながら交流しましょう　
対 ０〜１歳くらいの親子　費 参加費 100 円　問 親そだちネッ
トワーク　ビジー・ビー☎ 047-374-3023

2018　子育て交差点
◆ 11月９日 金 　11：00〜16：00
親子で楽しめる子育て応援イベント！子育て情報やサークル発
表、キャリア相談もあります。　場 行徳文化ホール I&I（末広
1-1-48）　対 子育て中の親子　問 子育て交差点実行委員会☎
080-3389-8117（事務局：こうぜん）
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イベントは地区ごとに色分けし
掲載しています。
また、地図上の番号は子育て支援
施設の所在地を表しています。
この機会に遊びに行って
みませんか？

（開所時間等要確認）

期間中、市内の企業やサークル・NPO の協力により様々な家族向けイベントを開催します！　いつもはお出かけしない
地域にも、足を伸ばしてみませんか？　家族でいろいろなイベントに参加して、たくさん思い出を増やしましょう！

協力イベント
　 い ち か わ し 　 　  か ぞ く 　  し ゅ う か ん

※費用の記載がないイベントは無料です。

※日付順に並んでいます

　  親子つどいの広場
❶八幡親子つどいの広場　☎ 332-8745
❷新井親子つどいの広場　☎ 312-6336
❸新浜親子つどいの広場　☎ 701-5581

　  地域子育て支援センター
❶さかえ・こどもセンター� ☎ 373-0191
❷こあらっこ・こどもセンター� ☎ 373-1408
❸ CMS市川大野子育て支援センター� ☎ 339-3331
❹ CMSいちかわキッズ子育て支援センター� ☎ 322-8733
❺チェリーズ・こどもセンター� ☎ 322-0064
❻昭和学院もこもこ・こどもセンター� ☎ 326-2213
❼妙典保育園地域子育て支援センター� ☎ 398-1631
❽わたぐも・こどもセンター　　　　　☎ 070-6657-7695
❾地域子育て支援センター結� ☎ 390-2227
�キッド・ステイこどもセンター� ☎ 390-1180
�シーガル・こどもセンター� ☎ 396-2252

　  こども館

❶中央こども館　　☎ 320-3337
❷中国分こども館　☎ 375-6547
❸柏井こども館　　☎ 339-3754
❹曽谷こども館　　☎ 372-2892
❺本北方こども館　☎ 337-8936
❻市川こども館　　☎ 322-1404
❼大洲こども館　　☎ 376-1212
❽南八幡こども館　☎ 376-1118
❾田尻こども館　　☎ 379-1863
�信篤こども館　　☎ 327-0141
�本行徳こども館　☎ 359-1351
�末広こども館　　☎ 359-1671
�相之川こども館　☎ 356-7381
�塩浜こども館　　☎ 396-1765

対 0〜3歳児の親子と妊婦

対 0〜就学前までの
親子と妊婦

対 市内に住む 18 歳未満のお子さん
（未就学児は保護者の付添が必要です）

子育て支援施設

市川・八幡

大町・大野

鬼高・二俣行徳

その他全地区



親子リズム体そう
◆ 11月９日 金　９：45〜10：30
音楽に合わせて体を動かしたり動物のまねっこをしたりして楽
しもう！　場 行徳地域ふれあい館（富浜 2-5-19）　対 １人歩
きができるお子様とママ　費 300 円　申 親子リズム体そうシ
ョコラまでchitty88chitty88@gmail.com

信篤図書館「えほんの会」
◆毎月第２ 金　15：00〜15：20（11月９日）
基本の絵本を中心にした読み聞かせ　場 信篤図書館（高谷
1-8-1）　対 ３歳から小学生（保護者も可）　問 信篤図書館☎
328-8831

プレーパークで遊ぼう！！
◆① 11月 10 日 土・14 日 水・24 日 土
　　各日 10：00〜16：00
　② 11月 18 日 日　10：00〜15：00
たき火・どろんこ・ハンモック…大人も子どもも思いっきり外
で遊びましょう！（小雨決行雨天中止）　場 ①宮久保プレーパ
ーク（宮久保 1-8）　②里見公園（国府台 3-9）　対 ０歳〜大
人　 問 市川子どもの外遊びの会ichikawa_sotoasobi@
yahoo.co.jp

家族であそぼう ワンコインボウリング！
◆ 11月 10 日 土、11日 日、17 日 土、18 日 日
　各日 10：00〜18：00
ボウリング２ゲームと貸靴代のセットがお１人様ワンコイン
500円（税込）でできます。（通常820円）　場 本八幡ハタボ
ウル（八幡 2-16-6　ハタビル５Ｆ）　対 時間内に受付をされた

「ご家族」の方全員　費 500 円（１人）　問 本八幡ハタボウル
☎ 047-335-2535

家族で楽しむ絵本の世界
◆ 11月 10 日 土　10：30〜11：30
絵本を読んでもらう楽しさを親子で一緒に体験しましょう。　
場 中央こども館（鬼高 1-1-4）　対 幼児と保護者先着 20 組　
申 10 月 20 日土〜 中央こども館へ直接来館または☎ 047-
320-3337

子ども虐待を防ぐために、私たちにできること。
〜監視ではなく、支えあう地域社会の構築を目指して〜

◆ 11月 10 日 土　14：00〜15：30
子育て世帯を私たち自身の手でまもる方法について考えます。　
場 和洋女子大学国府台キャンパス　対 どなたでも　先着 50
名　持 筆記用具　申 11月７日までに和洋女子大学地域連携セ
ンターまで①住所②氏名③年齢④性別⑤電話番号⑥講座名を
記載して FAX047-371-2271 またはrenkei@wayo.ac.jp
に申込（定員になり次第締め切り）

ワンコイン英会話 イーミックス
◆ 11月 11日 日 〜24 日 土
通常2,500円のグループレッスンが１回に限り500円で受講で
きます。ネイティブのインストラクターと一緒に楽しみません
か？　場 イーミックス本八幡校　南八幡 5-2-22 ３Ｆ　対 小・
中学生　 費 500 円　 申 英会話＆留学イーミックス☎ 047-
379-1550 へ 11月１日〜24 日に申込（時間はお電話にてお確
かめください）（定員になり次第締め切り）

英語を楽しむ！絵本とお歌
◆ 11月 11日 日 〜11月 24 日 土
絵本の読み聞かせ、英語の歌で手遊び・ダンスをして楽しもう　
場 こども英語教室　ラボ・パーティ―（行徳・妙典・柏井町・
市川南）　対 ０歳〜幼児、小学生（主に低学年）の親子　申

こども英語ラボ・パーティー☎ 0120-808-743 へ会場・日時
をお問い合わせの上お申し込みください

イライラをニコニコに変える子育てのコツ
〜「話す」「聞く」誰にでもできる
コミュニケーションスキルを身につける〜

◆① 11月 11日 日　② 11月 13 日 火
　③ 11月 22 日 木　各日 10：00〜11：30
　内容は３日間とも同じです
　②③のみ保育あり（１才以上有料）※要事前予約
ガミガミ怒らずに親の思いを伝える話し方と、子どもの気持ちを
理解し考える力をのばす聞き方をミニ体験を交えてお伝えします　

場 ①男女共同参画センター５階研修室 D（市川 1-24-2）　②
③日能研本八幡校（八幡 3-4-1アクス本八幡２階）　対 親・プ
レママ・コミュニケーションに関心のある方　費 500 円　申

各開催日前日までになのはな「親業の会」担当：式場まで☎
090-6513-2855 またはshikiba@oyagyo.jp

親子で英語でファンタイム！
〜歌、手遊び、絵本読み聞かせ〜

◆ 11月 11日 日
　① 10：00〜10：45　② 11：30〜12：15
小学校の英語講師による親子英語ワークショップ！英語のリズ
ムで楽しく歌って体を動かして「英語耳」を育てよう！　場 本
八幡地域ふれあい館（八幡 3-7-9）　対 ２歳
〜小学生までの親子　費 お子様１人当たり
500 円　申 前日までに「Bridge to English」
右記二次元コードより申込

かけっこのコツ教室
◆ 11月 11日 日・18 日 日　各日９：00〜９：50
ボールなどを使い楽しく体を動かして効率よく運動神経をアッ
プしよう！かけっこのコツも伝授！　場 勤労福祉センター本館
体育館（南八幡 2-20-1）　対 ３歳児〜未就
学児まで　各回 30 組　費 親子１組 1,000 円　
兄弟１人追加毎に 200 円　 申 前日までに
SSK「エリートキッズ市川」へ右記二次元コ
ードより申込（問い合わせも可）

すこやかひろば in 二俣
◆ 11月 12 日 月　10：30〜12：00
親子で楽しく遊んだり、子育ての情報交換をしませんか？保育
士によるミニ講座「０〜３才までの成長過程と関わり方」も行
います！　場 東京経営短期
大学（二俣 625-1）　 対 市
内在住の０〜３歳の親子（申
し込み順 20 組）　 申 10 月
１日（月）〜 子育て支援課
すこやか応援隊へ☎ 047-
711-1736

ふわふわ羊毛とあそぼう
◆ 11月 12 日 月　10：30〜12：00
ふわふわの羊毛で、ちょうちょや小鳥、くもの巣編みをつくり
ます。小さいお子さんも楽しめます♪　場 西部公民館第一和室　
対 未就園のお子さんと保護者の方　費 400 円（材料費込み）　
申 ホームページをご覧の上、メールにてお申し込みください。
おひさまかあさん https://ohisamakaasan.jimdo.com/　 
ohisama.steiner@gmail.com

プラバンでネームプレートを作ろう
◆ 11月 14 日 水　10：00〜12：00
親子で工作を楽しもう！　場 わたぐも・こどもセンター（原木
2-10-13　わたぐも保育園内）　対 就学前までのお子さんと保
護者 40 組　問 わたぐも・こどもセンター☎ 070-6657-7695

遊びの広場
◆ 11月 14 日 水
親子で楽しめる簡単な工作を行います！　場 ＣＭＳいちかわキ
ッズ子育て支援センター（市川南 1-10-1　ザタワーズウエス
ト３Ｆ）　対 １歳以上のお子さんと保護者９組　申 10 月 26 日
〜いちかわキッズステーションへ☎ 047-322-8733（定員に
なり次第締め切り）

おもしろ工作
◆ 11月 14 日 水 〜17 日 土
　① CD ゴマ　各日 14：00〜14：30
　②ビー玉万華鏡　各日 15：30〜16：30
①CDに好きな模様を描いてカラフルな「CDゴマ」を作ろう　
②ミラーシートとビー玉で「万華鏡」を作ろう　場 中央こども
館（鬼高 1-1-4）　対 ①幼児と保護者　各日先着 10 組　②小
学生　各日先着 12 名　問 中央こども館☎ 047-320-3337

おもしろ工作
◆ 11月 14 日 水 〜18 日 日
　①たこボール　各日 14：00〜15：00
　② CD ゴマ　各日 15：30〜16：30
①たこボールを作って遊ぼう　②CDに好きな模様を描いてカ
ラフルなCDゴマを作ろう　場 市川こども館（市川 2-33-6）　
対 ①幼児と保護者　各日先着 10 組　②小学生　各日先着 10
名　問 市川こども館☎ 047-322-1404

市川駅南口図書館「えほんの会」
◆毎月第３ 木　10：00〜10：30（11月 15 日）
基本の絵本を中心にした読み聞かせ　場 市川キッズステーショ
ン　対 ０歳〜３歳くらいまで　問 市川駅南口図書館☎ 047-
325-6241

家族で楽しむ人形劇
◆ 11月 15 日 木　10：30〜11：00
子育て中のママたちのユニット「人形劇団ふわふわ」による小
さなお子さんから楽しめる人形劇♪　場 新浜親子つどいの広
場（新浜 1-26-1　南新浜小学校内）　対 ０〜３歳の親子・マ
タニティママ　問 新浜親子つどいの広場☎ 047-701-5581

ママも楽しい０歳からコンサート
◆ 11月 15 日 木
　会場 10：30〜　開演 11：00〜　終演予定 11：45
ママも一緒に、赤ちゃんも楽しめる45分間のコンサート♪　
場 行徳文化ホール I&I（末広 1-1-48）　 対 ０歳から入場可　
費 全席指定 600 円（子ども無料・座席必要の場合有料）　申

公益財団法人市川市文化振興財団へ☎ 047-379-5111　チケ
ット発売中（当日購入可）

親子であそぼう「リズムと歌あそび」
◆ 11月 16 日 金　10：00〜11：30
童謡や手遊び、パネルシアターなどで歌あそびを楽しんだり、
ピアノや太鼓の音に合わせて体を動かし遊びます。たくさんの
友達とのふれあいの場にもなりますよ。　場 シーガル・こども
センター（幸 2-8-17　愛泉保育園内）　対 歩けるようになっ
たお子さんと保護者　30 組 60 名　申 10 月 22 日〜11月 15
日までにシーガルこどもセンターへ☎ 047-396-2252

家族を守る！救命・防災講座
◆ 11月 16 日 金
AEDの使い方や応急処置の仕方、子どもがよく起こすけがや
事故について学ぼう！　場 あじさい保育園３階まいまいルーム

（妙典 5-12-16）　対 15 組の親子・子育てに関わっている方　
申 〜11月 15 日までにブログで詳細を確認後あじさい保育園
に電話でお申込み・ブログ https://blog.goo.ne.jp/mama 
commumyoden1 ☎ 047-359-8231（平日 13：00〜17：00）

（定員になり次第締め切り）

親子でクッキング
◆ 11月 16 日 金
簡単パフェ作り　場 キッド・ステイ南行徳保育園　対 ２歳児
以上のアレルギーが無い子　定員 10 名　申 10 月 29 日〜11
月９日までにキッド・ステイこどもセンターへ☎ 047-390-
1180

みんな集まれ！親子遊びの広場！
◆ 11月 17 日 土　10：00〜12：00
足型の壁掛け製作や園庭開放、手遊び・ダンスなどで楽しもう！　
場 妙典保育園地域子育て支援センター（妙典 6-2-45 妙典保
育園内）　対 未就学児の親子　問 妙典保育園地域子育て支援
センター☎ 047-398-1631

楽しいね♪びりびり！くしゃくしゃ！
新聞紙で遊ぼう！

◆ 11月 17 日 土　10：30〜11：30
新聞紙を使って親子で工作したり、ちぎったりして思いっきり
遊ぼう！　場 新井親子つどいの広場（新井 3-31-1新井地域ふ
れあい館内）　対 ０〜３歳の親子　問 新井親子つどいの広場 
☎ 047-312-6336

「いただきます　みそをつくる
こどもたち　劇場版」上映会

◆ 11月 17 日 土　① 11：00〜　② 14：00〜
　（各30分前開場、各回90分）※前日〜の申込は要問合せ
古き良き日本の食卓から学ぶ子育てのヒントが詰まった映画の
上映会。　場 杉の木保育園（鬼高 3-18-17）　対 親子、保育・
幼児教育関係者、子育てや和食に関
心がある方　各回 35 人　費 中学生
以上 1500 円　申 11月 15 日までに

「あいのち」まで氏名・人数（大人と
こどもの人数）・連絡先・午前 or 
午 後 の 希 望 を 記 載 しInochi_
hajimari@yahoo.co.jp ま た は ☎
080-4141-5878（事務局佐藤）
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親子でオリジナルブレンド紅茶
作りを楽しむ会

◆ 11月 17 日 土　11：00〜12：00
好きなハーブやフルーツを選んでオリジナ
ル紅茶を作って飲む、楽しいお茶会です♪
（お菓子付）　場 全日警ホール（２階）第一
会議室（八幡 4-2-1）　対 小学生以上の親
子　費 親子２名 1,000 円（お子さん追加１
人 500 円）　 申 11 月１日〜11 月 15 日ま
でにすこんてぃ（紅茶に親しむ会）へ 
☎ 047-339-3470 ま た は sconetea.
ichikawa@gmail.com

人気のハーバリウムを100 均で作ろう
◆ 11月 17 日 土　13：30〜14：30
最近流行のハーバリウムをお手ごろな100均の材料で作りまし
ょう♪（紅茶とお菓子付）　場 全日経ホール（２階）第一会議
室（八幡 4-2-1）　対 親子　費

親子２名 1,200 円（お一人追加
600 円）　 申 11 月１日〜11 月
15 日に kosaerukai（こさえる
会）へ☎ 047-339-3470 また
はkosaerukai@gmail.com

障害者軽スポーツ教室
◆ 11月 17 日 土　13：30〜15：00
障がいのある方の健康・体力づくりに、軽スポーツ教室を開催
します　場 市川市スポーツセンター内第二体育館（国府台
1-6-4）　対 市内在住・在勤・在学されている障がいのある方で、
介助なしで参加できる方　問 スポーツ課☎ 047-373-3112

家族で楽しむ音楽会〜管弦楽〜
◆ 11月 17 日 土　14：00〜14：30
「アンサンブル・リベラル」による音楽会！皆さんが知っている
曲を管弦楽で楽しめます♪　場 相之川こども館（相之川 1-3-7
南行徳公民館内）　対 乳幼児と保護者、小学生　事前申込先着
30 組　申 10 月 20 日〜相之川こども館へ直接または☎ 047-
356-7381

楽しく学ぶ離乳食講座
〜その子に合った離乳食の進め方とは〜

◆ 11月 17 日 土　14：00〜15：30
初めて子育てをされる方、お孫さんに食事を作っている方、離
乳食について楽しく学びませんか？　場 和洋女子大学国府台
キャンパス　対 どなたでも　先着 50 名　持 筆記用具　申 11
月 14 日までに和洋女子大学地域連携センターまで①住所②氏
名③年齢④性別⑤電話番号⑥講座名を記載してFAX047-371-
2271またはrenkei@wayo.ac.jp に申込（定員になり次第
締め切り）

０歳から聞ける
ママ達によるピアノコンサート

◆ 11月 17 日 土
子どもたちが耳にしたことのある曲をママたちがピアノで演奏
してくれます。保育士による影絵の昔話も予定しています。　
場 広尾みらい保育園ホール　対 ０歳から未就学児を持つ親子　
定員 20 組　申 10 月 22 日〜11月 10 日までに広尾みらい保育
園子育て支援センター【結】へh-mirai-yuu@tenyuukai.jp

親子でスポーツ！体を使って遊ぼう
◆① 11月 17 日 土　15：00〜16：00
　② 11月 18 日 日　９：00〜10：00
親子対象の ISG人気種目「キッズターザンクラブ」で一緒に楽
しもう！　場 ①市川小学校体育館　②市川市スポーツセンター
内剣道場（国府台 1-6-4）　対 ２歳以上の親子　持 親子共に
室内靴（スリッパ不可）・タオル・飲み物等　問 市川スポーツ
ガーデン国府台☎ 047-371-7800

大町レクリエーションゾーン
秋のフェスティバル

◆ 11月 18 日 日
動植物園で、落書き広場、ポニーのお散歩、フアフア他　場 動
植物園・自然博物館（大町 284 番１外）　対 費 家族の日記念、
小中学生無料！　問 動植物園☎ 047-338-1960

プラネタリウム見学会
◆ 11月 18 日 日
　① 10：30〜11：30
　② 13：30〜14：30
　（各回 30 分前より受付）
プラネタリウム見学料無料　

場 少年自然の家（大町 280-4）　 対 全員　各回定員 200 名　
費 無料　問 少年自然の家☎ 047-337-0533

親子で体験異文化交流イベント
◆ 11月 18 日 日　10：00〜11：00
英語をつかった遊びやクイズ・工作などで楽しもう！　場 イー
ミックス本八幡校　南八幡 5-2-22 ３Ｆ　対 親子　費 親子２
人で 1,000 円　 申 英会話＆留学イーミックス☎ 047-379-
1550

秋のバザー
◆ 11月 18 日 日　10：00〜13：00
各家庭での不用品、手作り品などを販売。リサイクルを通じて、
物を大切にすることを学びます。　場 行徳駅前公園（湊新田
2-4）　対 幼児〜大人　問 市川子ども文化ステーション行徳地
区☎ 047-395-7670

秋の森カフェ
◆ 11月 18 日 日　10：00〜14：00
木漏れ日のぬくもりを感じながら、秋の森でたくさんの遊びを
見つけ、楽しい時間を過ごしましょう　場 いちかわ市民キャン
プ場（柏井町 2-992-1）　 対 子育て中の家族　定員 50 名　
持 レジャーシート、水筒、お弁当（おむすびなど）、軍手、マ
イカップ　費 １人 500 円（２歳以上）　申 11 月８日までにガ
ールスカウト千葉県連盟市浦地区“ままのおひざ”☎ 047-
396-0717 またはgai-ho@nifty.com へ申込み

子ども劇場
◆ 11月 18 日 日　13：30〜
①手作りの影絵「さるかに」「さるとおじぞうさん」②巻き紙
芝居「へっこきよめさん」「密林―美しいひょう」　場 男女共同
参画センター５階研修室（市川 1-24-2）　対 幼児から小学生
の親子　問 あいうえおの会☎ 080-1359-0863（担当：木村）

手作りお菓子を作りましょう
◆ 11月 18 日 日　12：30〜
アレルギーフリーの自然の米粉で米粉カステラを作りましょう
♪　場 市川公民館調理室（市川２-33- ２）　対 小学生と保護
者　費 参加費１人 500 円（親子で 1,000 円）　申 11月５日〜
11月 11日までに MAO 食育ネットワーク千葉ハピネスクラブ
まで☎ 047-322-7239　お申し込みの際に持ち物等お伝えい
たします

南行徳図書館「えほんの会」
◆毎月第３ 日　14：30〜14：50（11月 18 日）
基本の絵本を中心にした読み聞かせ　場 南行徳図書館（相之
川 1-2-4）　対 ３歳〜小学生（親子可）　問 南行徳図書館☎
047-357-4188

おもしろ工作
牛乳パックで作るジャンボコマ

◆① 11月 20 日 火 24 日 土　各日10：30〜11：00
　② 11月 21日 水 24 日 土　各日15：00〜16：10
牛乳パックでジャンボコマを作って遊ぼう！　場 相之川こども
館（相之川 1-3-7 南行徳公民館内）　対 ①幼児と保護者　各
日先着 12 組　②小学生　各日先着 12 人　申 相之川こども館
☎ 047-356-7381

地域の図書室　よみっこ文庫
◆ 11月 20 日 火　11：00〜16：00
　 11月 27 日 火　10：00〜16：00
　（27日10：00〜12：00エレクトーンに合わせてリトミックあり）
うたと手あそび、エプロンシアター、絵本の読み聞かせで楽し
みましょう。畳のお部屋でのんびりとすごしませんか？　場 菅
野小学校仲良しルーム（菅野 6-14-1）　対 赤ちゃんからおじ
いちゃんおばあちゃんまで　問 すがの会☎ 047-332-8087（河
西）　協 よみっこ実行委員会

お楽しみコンサート
◆ 11月 21日 水
アンサンブル・ピエによるコンサート♪ピアノやお琴・ヴァイ
オリンによる演奏や、童謡メドレーを楽しもう！　場 国府台保
育園プレイルーム（市川市国府台 2-9-13）　対 妊婦さん、０
歳〜就学前の親子 30 組　申 予定表が出てからこあらっこ・こ
どもセンターへ☎ 047-373-1408　定員になり次第締め切り

親子で楽しむ人形劇
◆ 11月 23 日 金 祝
　開場 12：30　開演 13：00　終演予定 13：45
船橋市で長年活動を続けている「MあんどB」と「人形劇団ふわ
ふわ」のジョイント公演　場 生涯学習センター２階ベルホール

（鬼高 1-1-4）　対 赤ちゃんからお年寄りまで　問 申 人形劇団
ふわふわ　要予約2323.fuwafuwa@gmail.com

わんぱく広場
◆ 11月 23 日 金 祝　10：00〜15：00
「自分の責任で自由に遊ぶ」プレーパークをいつもの公園で楽
しもう。ロープ遊び、ハンモック、どろんこ等いつもと違うあ
そびで思いっきり遊ぼう。（小雨決行雨天中止）　場 行徳南部
公園（幸 2-4）　対 幼児〜大人　問 市川子ども文化ステーシ
ョン行徳地区☎ 047-395-7670

ぽっくんお寺でアート！
◆ 11月 24 日 土
①本光寺キムチつくり　②おもちゃりてぃ（おもちゃりてぃは
災害義援金を目的としたマーケット。おもちゃ800品。すべて
新品）　③ぽっくん撮影会　場 市川大野本光寺（大野町
3-1695-1）　対 ①７歳以上の親子　②③親子　費 ①親子で
1,000円　申 11月23日までに市川大野本光寺へbuddha@
honkouji.com

「家族で手形アート」&
園内オリエンテーリング！

◆ 11月 24 日 土
親子の手形で記念のアート作って飾りませんか？ドキドキ園内
探検も！　場 風の谷こども園（北国分 4-10-3）　対 赤ちゃん
〜就学前のお子さんと保護者　問 さかえ・こどもセンター☎
047-373-0191　※駐車スペースに限りがあります。必要な方
はご連絡ください

体を使って遊ぼう！
◆ 11月 24 日 土　11：00〜12：00
親子で一緒に体を動かして遊ぼう！　場 八幡親子つどいの広場

（八幡 4-2-1 市川市役所八幡分庁舎１階）　対 ０〜３歳くらい
の親子　問 八幡親子つどいの広場☎ 047-332-8745

チャレンジ！ マジシャンモンブランの
マジック教室

◆ 11月 25 日 日　10：30〜12：30
プロのマジシャンモンブラン氏にマジックを習っちゃおう！観
る人を笑顔にするマジック。コ
ミュニケーション能力アップに
もつながります。　場 市川市
勤労福祉センター大会議室（南
八幡 5-20-3）　対 ４歳〜大人　
定員 200 人　費 １人 1,000 円

（４歳〜）　申 10 月10日より市
川子ども文化ステーション中央
地区までchuou@kodomo 
bst.org（定員になり次第締め
切り）

迷路の国
◆ 11月 25 日 日　10：30〜12：00
ゲームに挑戦しながらゴールを目指そう！キミは迷路の国から
脱出できるかな？　場 花まる学習会本八幡教室（八幡 3-4-1
アクス本八幡３階）　対 幼児・小学生の親子　申 メール本文に
①お子様の氏名②学年③電話番号を記入して、花まる学習会本
八幡校 担当：太田m-oota@hanamarugroup.jp へ 11 月
23 日（金）までにお申し込みください。

「こどものスマホ依存」
（児童精神科医による講演会）
◆ 11月 27 日 火　10：30〜12：00
子どものスマホ依存の特徴と対応についての講演会です。　
場 全日警ホール　対 先着 200 人　申 子育て支援課☎ 047-
711-1736

親子で体操＆工作
◆ 11月 30 日 金　10：30〜12：00
親子でリズム体操をしたり、絵本の読み聞かせや工作をして楽
しもう！　場 急病診療・ふれあいセンター２階集会室（大洲
1-18-1）　対 未就園児までの親子　申 前日までに新婦人山び
こ班親子リズム「ヤッホッホ」まで☎ 047-323-3788
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