子育て自主グループ

子育て自主グループ

子育てサークルブルーベリー

きらきら星
☆対象児

☆対象児

☆活動日時

概ね１歳６か月〜未就園児

金曜日

10:15〜11:45

０歳〜未就園児

☆会費

☆活動日時
第２・４火曜日（基本的に）

３５歳以上のママ

☆主な活動場所
小杉こども文化センター、福祉パルなかはら

☆活動内容など

☆活動日時

０歳〜未就園児

☆対象児

木曜日

木曜日

10:00〜11:00

☆会費
月２５０円

月１，０００円

☆主な活動場所

☆主な活動場所

※来年度より月 300 円に値上げ予定

（入会時１００円）

☆主な活動場所

新丸子こども文化センター、小杉こども文化センター 他

新城こども文化センター、近隣の公園

☆活動内容など

午前中はイベントがあり、お昼を食べて午後はゆっくり過ご

☆活動日時

１歳６か月〜未就園児

親子リズム体操(9:30〜11:30)

参加毎１００円

福祉パルなかはら

たり、施設の見学などもしています。

たけのこクラブ

☆会費

☆活動内容など

季節に応じた工作や遊びのほか、電車で近隣の公園にでかけ

☆対象児

10:30〜13:30

☆会費

月５００円

でんでんむし

☆活動内容など
各月のお当番さんが中心となり、活動を進行していきます。

月 2 回はこども文化センターで音楽に合わせて、赤ちゃんマッサー

します。

ジ、リズム体操、工作、季節の行事等を行っています。その他は近隣の

メンバー全員参加型です。役員や継続メンバーもお当番に入る

（時間内の出入りは自由です。）

公園や子育て支援センターなどに出かけて外遊びを楽しんでいます。

のでフォロー体制はバッチリ♪
みんなでワイワイ、親子共にお友達の輪が広がります♪

SNS アカウント ID：@dendenmushi405
（Instagram,Facebook,twitter 共通）に[＃でんでんむし 405]で活動

※募集は年１回です。(見学会 毎年２月中旬）

の様子を投稿中

※コロナが落ち着くまで、外遊びが中心です。

※赤ちゃんマッサージは新型コロナウィルス感染症の影響でしばらくお
休みです。

【連絡先】
LINE の友だち検索「@slc4937l」

blueberry̲circle@yahoo.co.jp

国際子育てひろば「コアラ」
☆対象児
現在０歳〜３歳児

【連絡先】 ※SNS アカウントへ DM も可

【連絡先】

プレイセンターかんがる〜
☆対象児

☆活動日時
木曜日（月２回）10:00〜12:00

０歳〜未就園児

☆会費

☆活動日時
月・木曜日（月４〜５回）

☆会費

☆主な活動場所

年４，５００円
ワークブック６００円（他保育費負担有）

福祉パルなかはら

☆活動内容など
日本人と外国人親子が子育てや日常生活について情報交換しな

☆対象児

第 2 水曜日

☆活動日時

１歳６か月〜未就園児

月２〜３回
火曜日

☆会費

10:30〜12:00

☆会費

年３００円

月１００円〜２００円

☆主な活動場所

中原市民館 他

☆活動内容など

びの場と親のまなびあいの場を組み合わせ活動しています。親

☆対象児
11:30〜16:00

（時間内出入り自由）

神明神社２階

ニュージーランドの幼児教育をお手本に、子どもの自由な遊

ブログ⇒http://ikuji-koala.blogspot.com/

アンパンマンキッズ

☆活動日時

０歳〜就学前

☆主な活動場所
☆活動内容など

がら、季節のイベントなどを楽しみ、お友達になっています。

takenokoclub̲mail@yahoo.co.jp

ごうじ母親クラブ

10:00〜12:00

年３００円

【連絡先】

中原区役所地域ケア推進課 044-744-3239

☆主な活動場所

他

西加瀬こども文化センター

☆活動内容など

季節ごとのイベント、ママと子どもの交流、地域のイベント

七夕･ハロウィンパーティや運動会･クリスマスなどの季節の

の案内なども発信しています。自由参加ですので、できるとき

行事のほか、消防署見学･お芋掘り･体操教室･保育士による教室

にご参加ください。

などお友達と一緒に楽しんでいます。

子で一緒に成長を楽しみましょう。
http://pckangaroo.blog.fc2.com

【連絡先】
【連絡先】

【連絡先】

koala.group.ml@gmail.com

pc̲kangaroo@yahoo.co.jp
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【連絡先】

LINE オープンチャットでご連絡ください。

中原区役所地域ケア推進課

こちらの QR コードを読み取ってね ⇒
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044-744-3239

子育て自主グループ

ひなた村８番地
☆対象児

☆対象児

☆活動日時

０歳から

月１回

☆活動日時

０歳〜未就園児

土または日曜日

毎月第１・３火曜日

10:00〜13:00

10:30〜12:00

☆会費

☆会費

無料（材料費のみ必要な場合あり）

平間こども文化センター 他

☆活動内容など

☆活動内容など

「自然を感じ、自然で遊ぼう。」をテーマに、親子でのびのび

季節ごとのイベントや工作、遠足や近くの公園遊びなどを組

と外遊びをしたり、草花や木の実、絵の具などを使った造形遊

み合わせて親子で楽しめる場を作っています。

びを楽しんでいます。活動の様子は Instagram（＠hntmr8）
にのせています。

【連絡先】

【連絡先】

miru.ckgoesonxxx@gmail.com

☆対象児

木（月３回位）

☆会費
半年 1,000 円

パパは、２人目のママじゃありません。
パパにしかできない子育て、
「ママを笑顔にする」をパパ達に伝えています。
ママが笑顔になることを考えて子育てと
向き合うと、やるべき子育てが見えてきます。
例えば「地域のパパになる」。
ご自身のお子様だけでなく、
地域のお子様との繋がりを持ちましょう。
地域はパパとの繋がりを待っています

都度集金（バンブーキッズ HOME：1000 円、
ベビーサイン体験会：1700 円）

☆主な活動場所

☆主な活動場所

下沼部町内会館 他

高津区新作 6 丁目の会場 他

☆活動内容など

☆活動内容など

四季折々の行事・工作・外遊びなど。

「バンブーキッズ HOME（木育おもちゃの広場×キットパス

LINE の公式アカウントがあります。友だち追加画面から「＠ｗ

アート体験」「ベビーサイン体験会」「助産師さんの母乳ケア

ｈｚ４５１９ｄ」を検索してください。

（現在お休み中）」などを開催中です。主な会場は高津区内が多
いですが、中原区との区境なので中原区在住の方も多く、気軽
に参加できます。

【連絡先】bamboo.kids2012@gmail.com
【連絡先】

または SNS（facebook、Instagram）

LINE の友だち検索「@whz4519d」

「bambookids2012」へメッセージください
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川崎おやじの会

都度企画（バンブーキッズ HOME・
ベビーサイン体験会：隔月 1 回予定）

☆会費
下沼部以外

【子育て世代へのメッセージ】

川崎パパ塾は、パパが子育てと地域との関わり
方が学べる講座やイベントを定期的に開催して
います。
この講座は、特別な専門講師が登壇することな
く、同じ地域に暮らす、少しだけ先輩のパパ達が
登壇します。
講座内容は、自らの子育て経験で培った色々なノ
ウハウを、次世代のパパ達へ語り継ぐプログラム
です。

☆活動日時

0 歳〜未就学児

10:00〜11:30

半年５００円

ホームページはこちら

☆活動紹介

バンブーキッズ

☆活動日時

下沼部在住

https://papamama2010.com/

club.hiyoco@gmail.com

ポッポキッズ
０歳〜就学前

毅

☆ホームページ

☆主な活動場所

中原平和公園、丸子橋ピクニック広場 他

☆代表者
市川

年５００円

☆主な活動場所

☆対象児

川崎パパ塾

ひよこクラブ

☆代表者
青木 秀記
☆連絡先
川崎おやじの会事務局
kawasakioyajinokai@gmail.com
☆ホームページ
http://kawasakioyaji.net
☆活動紹介
川崎おやじの会は、市内の小・中学校などにあ
る おやじの会 同士が、通学区域を越えた繋がり
の持てる交流ネットワーク作りを進めているほ
か、新しく おやじの会 を創りたい学校・保護者
への相談やアドバイスなどのサポートを行って
います。
講座内容は、自らの子育て経験で培った色々なノ
ウハウを、次世代のパパ達へ語り継ぐプログラム
です。

ホームページはこちら

【子育て世代へのメッセージ】
ふれ合う
2020 年はそれがとても大変で、
だからこそ大切だ…とあらためて感じた年でした。
私たち｢おやじの会｣の仲間も、広い意味で皆さまと
同じ子育て世代です。
一緒にがんばりましょう
再びフェスタでふれ合える日が
来ることを願っています。
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中原区公立保育所

保育ボランティアグループ

（中原保育園・下小田中保育園・中丸子保育園・西宮内保育園・平間保育園）
☆代表者

【子育て支援事業のご案内】

中原区保育総合支援担当

※詳細は左記ホームページをご覧ください。

●ベビーカースルーで貸出絵本
お子さんの年齢や興味にあった絵本を３冊１セットで
ご用意しています。手作りおもちゃの作り方＆キットも
入って２倍楽しい♪
・対象
川崎市在住の方（未就学児のご家庭）
・貸出場所
中原区公立保育所
・貸出・返却時間 平日・土曜 １０時 １５時
・貸出期間
１週間

☆連絡先
０４４－７４４－３２８８

☆ホームページ
中原区子育て情報ガイド
このゆびと まれ

●子育てなんでも聞いてみよう
保育園や保育総合支援担当のスタッフが、子育てに関
する相談を受け付けています。お子さんとの過ごし方だ
けでなく、食事や体調のことなど、保育士・栄養士・看
護師が話をお聞きします。ちょっと誰かと話したい時、
誰かに聞いてもらいたい時、気軽に相談してみませんか。
・受付時間 平日(月) (金) ９時半 １７時
・区内公立保育所５か所(電話)、中原区保育総合支援
担当(電話・メール)で受け付けています。

☆活動紹介
私たち区内公立保育所は、子育てに関わる人を応援
しています。保育士、看護師、栄養士等が 今 出来るこ
とを考え、子どもを安心して育てることができるふるさ
とづくりを目指しています。新しい生活様式に対応した
「貸出絵本」等の子育て支援をご利用ください。また、
ホームページを毎月更新していますので、是非ご覧くだ
さい。

多胎児育児支援グループ

ピーナッツ

☆代表者
田口 ひろ子
☆連絡先
中原区役所地域みまもり支援センター
地域支援課 ０４４－７４４－３３０８

にじの会

☆代表者
河村

順子

☆連絡先
０８０－３１２４－０３６０
☆活動紹介

【子育て世代へのメッセージ】

中原市民館の保育ボランティアグループ
として始まり、中原区を中心に川崎市内で
４０年近く保育活動を続けています。ママ
カフェなど親子が集まるところに参加して
子育て支援もしています。関わった親子に
街で出会い、成長の様子を見聞きできると
嬉しくなります。現在、３０ ７０代と幅
広い世代のメンバー１７名で活動中です。

中原区で子育て中の皆さんへ
子育てがんばりすぎていませんか 不安
なとき、助けてほしいとき、誰かに話を聴い
てほしいとき…ちょっと手を伸ばすと「子ど
もは地域みんなで見守り育つ」という想いの
おばちゃん達が近くにいるから頼ってね。
子ども同士、親同士、仲間を見つけるお手
伝いもするよ。
「いつでも応援しているよ 」

NPO 法人 小杉駅周辺エリアマネジメント
☆代表者
理事長 安藤 均
☆ホームページ
https://musashikosugi.or.jp/?cat=10

☆活動紹介
中原区では毎年２０組前後の双子ちゃん・三つ
子ちゃんが生まれています。妊娠中から多胎児育
児の情報の少なさに困っている新米ママが先輩
からの情報やサポートを待っています。ボランテ
ィアの仲間とともに、多胎児育児のサポートをし
てみませんか
（活動内容）
・多胎児交流会などの集まりの場での見守り
・年６回の定例会に参加し、多胎児育児の
支援について話し合い
※興味のある方は上記までご連絡ください。

【子育て世代へのメッセージ】
私たちの団体は、年３回の多胎児子育て交流会や
区役所での「ツインキッズ」の会で
双子ちゃん、三つ子ちゃんのママ・パパの
お手伝いをしています。
メンバー一同、双子ちゃん、三つ子ちゃんの
育児を応援しています
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ホームページはこちら
☆活動紹介
親子工作や♪音楽リトミック♪歌のお姉
さんと遊ぼう など、元気でユニークなイベ
【子育て世代へのメッセージ】
ントが盛りだくさん。ハンドベルやエプロン
パパママパークこすぎは、武蔵小杉駅周辺エリ
シアターでスタッフも活躍。中原区役所と連
アの子育て中の親と子が安心して集える居場所
携し講座、育児相談も充実 コスギフェスタ
として、専門職による育児相談やふれあい遊び、
おしゃべりを通して、子育ての悩みを共感・共有
に参加協力し地域コミュニティのなかでお
し合いながら楽しく交流できる子育てサロンで
子さんたちの健やかな成長を見守っていま
す。コロナ禍で開催の制約がありますが、ＨＰで
す。
最新情報をお届けしますのでご確認の上、ぜひ遊

びにいらしてください。
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中原区地域教育会議子ども会議子ども実行委員会

しゃんぐりらこども家庭支援センター

たんぽぽちゃ

☆代表者
委員長
☆連絡先

鈴木

保

中原市民館中原区地域教育会議担当
電 話 044-433-7773
メール 88nakasi@city.kawasaki.jp

たんぽぽうさぎの
「ふわりーとぶらっと」

☆活動紹介

年に一度子どもたちの意見表明の場として開催される
『中原区子ども会議』の企画運営を行っています。
毎月の定例会などで企画や準備をし、司会や書記・アイ
スブレーキングなどのスキルを磨いています。会議の運営
は全て小 4 高校生のメンバーで行います。会議後は報告
書を作り、
『教育を語るつどい』
『かわさき子ども集会』な
どに参加し、会議で出た意見を大人に伝えています。『中
原区子ども会議』では子どもだけで本音で話し合える環境
を大事にしています。1 人での参加でも、たんぽぽちゃメ
ンバーがリードしてくれます。たくさんの子どもたちの参
加をお待ちしています

【子育て世代へのメッセージ】
中原区子ども会議は『かわさき子どもの
権利条例』に基づいて毎年開催されていま
す。
毎年、小学 4 年生 高校 3 年生までを対
象に、学校を通して参加者を募集していま
す。 今年度は残念ながら開催できません
が、子どもたちが自分の思いを自由に発言
できる場所として、大切にしてゆきたいと
考えています。

中原区子ども会連合会
☆代表者
小笠原 茂春
☆連絡先
野口義明
電 話 ０９０-７００４-５２７９
メール yyysnog000322@gmail.com
☆活動紹介
全国組織である（社）全国子ども会連合会
のもとに中原区内で活動している子ども会
（通常町内会の一組織）を束ね、野球やド
ッジボールなどのスポーツ、絵画や書道な
どの文化活動その他を主催し、子ども達の
健全育成を図っています。

☆代表者
赤倉 知香子
☆連絡先
電 話 ０４４－５２０－３６０８
メール shangri-la.jikasen@77.netyou.jp
☆ホームページ
https://shangri-la-jikasen.jimdo.com/
☆活動紹介
児童家庭支援センターは、「地域に密着したよりきめ
細やかな相談支援を行う児童福祉施設」です。
乳幼児を中心とした「子育て相談」（電話・来所・訪
問）、保護者さんとお子さんが自由に過ごしていただく
「子育てクラブ」（週１回）などを行っています。

子育てのこと・お子さんのことで、気になることがあ
りましたら、まずはお気軽にご連絡ください。

https://sn-g.jp/sngshien/

中原区子ども会連合会（略称 中子連）は中原区
内の全小学生の皆さんとつながりたいと思っていま
す。そのためには大人の組織（町会、自治会、管理
組合等）が子どもの健全育成を理解して仲立ちして
くださる必要があります。
少しでもやってみたい方は相談してください。仲
間になるお手伝いをします
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【子育て世代へのメッセージ】
子育てクラブは、参加していただける方の人
数を制限しておりますが、徐々に人数や時間を
拡大し、イベントも再開しました。
人との距離を意識する 昨今だからこそ、
心の「つながり」を大切にしていきます。ま
ずはお気軽にご連絡ください。

SNG 児童家庭支援センター
☆代表者
三浦 崇志
☆連絡先
０４４－７１１－８４８４
☆ホームページ

【団体からのメッセージ】

ホームページはこちら

ホームページはこちら

☆活動紹介
私たち SNG 児童家庭支援センターは、川
崎市の委託により、主に 18 歳までのお子さ
んに関わる相談業務を行なっています。
ご本人、ご家族の方だけでなく、地域の方、
学校の先生などどなたでも無料でご相談い
ただけます。
お気軽にご連絡ください。

【子育て世代へのメッセージ】
「ひとりじゃないよ、ひとりにしないよ」
ひとりで頑張りすぎない子育てを応援しています。
誰に話したらいいか、どうしたらいいかわからない、
困っている親・子どもがいる・・・
具体的なものがなくても、
うまく話せなくても大丈夫です。
ひとりで抱えこまず話すこと、誰かと「つながる」
ことが大切だと私達は考えています。
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人形劇団 ひとみ座

川崎市障害相談支援センター
☆代表者
中村 孝男
☆連絡先

☆代表者
中原基幹相談支援センター
☆連絡先
０４４－８６３－６２５１
☆活動紹介
川崎市から委託を受けた法人が設置運営
する公的な相談機関です。障害のあるお子様
やそのご家族、地域にお住まいの方たちのさ
まざまな困りごとや悩み事などをお受けし、
解決方法を一緒に考えたり、探したりすると
ころです。原則として相談料はかかりませ
ん。まずは、お電話ください。

０４４－７７７－２２２５
studio@hitomiza.jp

☆ホームページ

ホームページはこちら

http://hitomiza.com/

ホームページはこちら

☆活動紹介
【子育て世代へのメッセージ】
コロナ渦の中ですが、通常通り支援を行っていま
す。電話でのご相談も受け付けておりますので、さ
さいな事でもお気軽にご相談ください

人形劇団ひとみ座は中原区井田にあり、創立７０
周年を迎えました。人形劇を届けに日本各地の保育
園・幼稚園・小学校などを回っています。また「ひ
ょっこりひょうたん島」等、テレビ人形劇の操演も
しています。中原区のひとみ座スタジオでは人形劇
公演やおまつり等もやっていますので、みなさんぜ
ひ来てくださいね。

かわさき助産師ネットワーク

☆代表者
桑原 賢治
☆連絡先
０９０－７８１２－３５１２

riorin.sana@gmail.com

☆ホームページ
https://kawasaki- mw-sunsun.jimdofree.com/

☆活動紹介
私たちは川崎市内で働く助産師が繋がろうと
いう考えで集まった団体です。
勉強会を行ったり、かわさきおっぱいマップ（母
乳育児相談場所マップ）の作成を 3 年に一度行
っています。

☆活動紹介

【子育て世代へのメッセージ】
川崎市内で活躍している助産師団体です。楽
しく育児や授乳ができますよう、あなたのそば
に助産師はいますよ

一家にひとりのかかりつ

け助産師を是非とも見つけてくださいね。
心配なことがあったら、まずは連絡してくだ
さい。
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kuwa.taka.0078361＠docomo.ne.jp

ホームページはこちら

今の時期、みんなで体を寄せ合うことは難し
いですが、心を寄せ合い共に笑い心揺らす、そ
んな時間・空間が子ども達にたくさんあるとい
いなと思います。ひとみ座は今までもこれから
もその願いは変わりません。地元、川崎のみな
さんと更につながりを深めていきます。
「泣くのはいやだ、笑っちゃおう」

ゆうずうむげ

ＳＵＮ２（サンサン）

☆代表者
野村 香緒理
☆連絡先

【子育て世代へのメッセージ】

川崎市高津区で作られているキットパスを
使って子どもたちに手形アート体験活動をし
ています。親子で楽しんでいただいています
川崎市の中原区、高津区、宮前区、多摩区、
麻生区の子育てフェスやこどもの人権の日集
いなどにボランティア参加しています。
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３Ｒ推進プロジェクト
☆代表者
庄司 佳子
☆連絡先（担当

鹿島

☆代表者
安藤 大
☆連絡先

隆）

044-750-0133

０４４－７６６－３２５０
ta-kashima@c07.itscom.net

☆ホームページ

☆活動紹介

ホームページはこちら

https://kcscentermotosumi.jimdofree.com/

私たちの団体は市民向けに、廃棄物の適切な分別

【子育て世代へのメッセージ】

を通じ、温暖化防止を推進する活動をしています。
活動の対象者の一つが、幼児を持つ若い親世代です。
子ども未来フェスタに参加される子どもさん向け
に、家庭で多量に廃棄されるプラ容器を使った工作
を楽しんでもらい、親世代にはごみ分別、３Ｒの必
要性、それが川崎市の焼却ごみ削減につながってい
ることを広報します。

生活協同組合

ＫＣＳセンター元住吉

皆さ ん、学校や幼稚園でお友達と一緒に過ご
せるようになり、良かったですね。
でも、まだ自由参加イベントは難しいのが残念
ですね。昨年のフェスタでは、余分に用意してい
た材料も使い切ってしまうほど沢山の親子連れに
参加して頂き、私達も大変嬉しかったです。
来年こそは、また皆さんの笑顔に会えるのを楽
しみにしています。

ユーコープ

☆活動紹介

ＫＣＳセンター元住吉は元住吉で唯一の健康支援

こんにちは、私たちは姿勢の大切さを伝える活動
をしています。自粛の期間が長くなり、身体の不調
が現れる方、思うようにいかず不安を抱えている
方、背骨伸ばして前を向いてください!!良い姿勢は
笑顔になれる、良い姿勢で会える日を楽しみにして
います。

地域の皆様の健康を守るため姿勢のチェックや姿
勢の紙芝居、姿勢講座、姿勢相談を行っています。
いい姿勢は健康の秘訣!!
お困りの事があれば、お気軽にご相談くださいね。

ＰＩＡＺＺＡ株式会社

川崎１エリア会

☆代表者
勝俣 美那子
☆連絡先

【子育て世代へのメッセージ】

センターです

☆代表者
矢野 晃平
☆連絡先

０４４－４５５－５９１２

info@piazza-life.com

2909area@ucoop.or.jp

ホームページはこちら

☆ホームページ

https://www.ucoop.or.jp

☆活動紹介

【子育て世代へのメッセージ】

私たちは生活協同組合ユーコープ川崎１エリ

―子育ては
「たいへん むずかしい 疲れる 悩む…」
でも子供といると
「楽しい うれしい 癒される。」―
今、このコロナ禍の中で思うように行動がとれ
ない中、悩みも尽きないとは思いますが、
お子さまとの日々が毎日「楽しい うれしい 」
になりますよう応援しております。

ア会として、地域の皆様にさまざまなつどいの開
催を通じて参加とネットワークづくりを進めて
います。特に子育てひろばでは、食育を通じ、マ
マ達の学習、体験、交流する場を多く設けていま
すので、各種イベントに是非ご参加下さい。
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☆ホームページ

アプリのダウンロードは
こちら

https://www.piazza-life.com/

☆活動紹介

中原区推奨

地域 SNS アプリ「PIAZZA」は、区

内のママ・パパが多数利用中

【子育て世代へのメッセージ】

近所のイベント、病

「ピアッザ」は無料でご近所さんと情報交換が
できる SNS アプリです。
近隣のイベントやおすすめ情報が届いたり、使
わなくなったおもちゃや子供服などを譲り合っ
たり、子育てに関する困りごとを相談したり。
この街をもっと知り、ご近所さんとつながるこ
とで、私たちの暮らしはもっと楽しくなります♪

院や幼稚園・保育園の口コミ、子連れグルメなどの
情報交換ができます。
ベビーカーや自転車などおさがりのやり取りも

区

のお知らせもここから取得できます。登録無料、
【PIAZZA

中原区】で検索
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社会福祉法人しいの実会

おかし工房しいの実

☆代表者
野村 喜代美
☆連絡先

☆代表者
山崎 初美
☆連絡先

０４４－４３４－５５２７

☆ホームページ

中原区食生活改善推進員連絡協議会

posu-mayo@nifty.com

ホームページはこちら

☆活動紹介

http://shiinomikai.ict-jig.com/

世代を問わず楽しくお料理しながら健康で元気

☆活動紹介

な地域づくりを目指して活動しています。お子様

中原区を中心に、地域に愛されるお店を目指し、
愛情を込めて手作りした商品を提供しています。
店舗には、おいしいオーガニックコーヒー・紅茶
が飲める喫茶スペースもあります。
１人１人の持てる力を発揮し、安心で安全な商品
作りを目指し、日々奮闘しています。
●営業時間 月 金 １０ ００ １６ ００
(ラストオーダー１５ ３０)
●定休日 土・日・祝祭日

【子育て世代へのメッセージ】
おかし工房しいの実は、シフォンケーキやコー
ヒーなどを提供させていただいております。小さ
なお子さん連れの親子さん達がお店に来店され、
喫茶をご利用になり、お話をされています。子育
てママのほっとできる楽しい一時のお役に立てた
ら幸いです。

ひとみ座文庫 おもちゃ病院

未来フェスタでは野菜入り焼きドーナッツでお
なじみ、ヘルスメイトです。今年はお会いできなく
て本当に残念 今はちょっと大変だけど、毎日のお
うちごはんを楽しんでくださいね。
朝ごはんで 1 日ばっちり 親子でお料理してにっ
こり みんなで食べるとほっこり 食育は心の発育
です。楽しみ方のヒントが欲しくなったらお声がけ
くださいね。

ください♪ご要望に沿ったレシピやプログラム
でお答えします。

川崎市こども未来局青少年支援室子どもの権利担当
☆代表者
担当課長
☆連絡先

☆代表者
伴 通子
☆連絡先

【子育て世代へのメッセージ】

とお料理してみたい方はぜひお気軽に連絡して

雨宮 米美

０４４－２００－２３４４

０４４－７５１－６５５５

45sien@city.kawasaki.jp

☆活動紹介

人形劇団ひとみ座に併設のおもちゃ病院。人形

【おもちゃ病院のご案内】

制作で鍛えられた技術と文化を継承し、動かなく

●場 所

人形劇団ひとみ座内
（中原区井田３－１０－３１）
川崎市営バス「井田営業所前」から徒歩３分
または「井田」から徒歩５分
●診療日 毎週水曜日 １３ ３０ １６ ３０
●診察料 おもちゃ１点につき１００円
（部品交換などの場合実費）
※密を避けるために予約をお願いしております。
詳しくは電話でお問い合わせください。

なったり、故障しておもちゃ箱で眠っているおも
ちゃを、おもちゃドクターがよみがえらせます。
ベテラン Dｒ.の信念は「壊れたおもちゃをよみが
えらせる、それは、人形にイノチを吹き込むこと
と同じ」。壊れたおもちゃが治るということには
「もったいない」を超えた感動があります
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☆ホームページ

http://www.city.kawasaki.jp/shisei/category/602-7-0-0-0-0-0-0-0.html

ホームページはこちら

【子育て世代へのメッセージ】

☆活動紹介

川崎市には平成 13(2001)年から子どもの権利条例が
あります。これは、子どもがひとりの人間として大切に
され、守られながら、自分らしく生きられるように作ら
れたものです。私たちはこの子どもの権利の保障を推進
すべく取組をしています。本日の展示を通して少しでも
子どもの権利に興味を持っていただけると幸いです。
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川崎市子どもの権利に関する条例（子ども
の権利条例）は、子どもが一人の人間として
大切にされ、守られながら、自分らしく生き
られるように作られたものです。２００１年
に施行され、来年２０２１年には２０周年を
迎えます。
子どもが自分らしく生きていけるよう社会
全体で考えましょう。

川崎市市民オンブズマン事務局
☆代表者
担当部長
☆連絡先

佐々木

人権オンブズパーソン担当

中原区子育てイメージキャラクター

「ミミ」
「ケロ」って知ってる

智子

ミミとケロは、生まれた日も、生まれた病院も同じ。とってもなかよし

０４４－８１３－３１１２

いつも一緒に遊んでいます。たくさんのお友達がいる中原区が大好きで、

75sioz1@city.kawasaki.jp

なかよしランドからやってきました。

☆活動紹介

人権オンブズパーソンは、「子どもの権利の侵害」
や「男女平等にかかわる人権侵害」の相談や救済を

ミミはケロのいたずらにちょっぴり困ることもあるけ

行う川崎市の機関です。いじめや虐待、学校での友

【子育て世代へのメッセージ】

れど、ミミが困っている時には、いつも助けてくれる。

達関係の悩み、配偶者からの暴力行為、セクハラ、

新型コロナウイルス感染症の影響の中、学校の
休校や行事の中止などで子どもたちを取り巻く
環境は日々変化しています。いじめや友だちのこ
となどで、つらいとき、こまっているときは、ひ
とりで悩まないで、人権オンブズパーソンに気軽
に電話してください。

そんなケロのことがだ

性差別などの人権侵害について、つらい時には一人
で悩まないで相談してください。

いすき 今はなかなか会えない

けれど、おまつりや子育てイベントにふたりで遊びにい
くことがあるよ。みんなに会えるのが楽しみ♪

ぼくに わたしに
にてるかな

ミミ・ケロプロフィールを大公開
ミ
性 格

☆代表者
☆連絡先

好きな食べ物

☆ホームページ
特 技

☆活動紹介
【子育て世代へのメッセージ】
―子育ては、「たいへん

うれしい

癒される。
」―

今、このコロナ禍の中で思うように行動がとれない中、
悩みも尽きないとは思いますが、お子さまとの日々が
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うれしい

ケ

大好きな事

ロ

元気いっぱいでいたずらっこ
でも、とてもやさしい

キャロットケーキ
キャロットロールケーキ
にんじんのグラッセ
にんじんのしりしり

だるませんべい
ミミの作ったお菓子
塩豆大福
卵がけごはん
桃まんじゅう

フラフープ（１０００回まわし）
なわとび

どんな小さな虫も見つけられる
多摩川の河原で石集め
探検(探検するけど迷子になる)

お菓子作り
楽器

楽器

むずかしい 疲れる 悩む・・・」

でも子供といると「楽しい

毎日「楽しい

趣 味

ミ

好奇心旺盛でしっかりもの
のんびりやさん
お世話好き

ケロと遊ぶこと
タンバリンをたたいて踊ること

」になりますよう応援しております。
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ミミと遊ぶこと
カスタネットをたたいて踊ること

