２０１８年

つくば子育てカレンダー２月号
月

「出張子育て広場」
※「お休みの日」は
カレンダーの中に記載

火

水

★7 日、21 日 おとなり出張
★14 日、28 日すぎのこクラブ出張
10:00-11:30 市民ホールやたべ

★6 日、13 日、20 日、27 日
子育て総合支援センター出張
10:00-11:40 春日交流センター

この「カレンダー」は子育て中のみなさんが気軽に出かけられる活動を中心に紹介しています。
木
★1 日、8 日、15 日、22 日
子育て総合支援センター出張
10：00-11：40 春日交流センター
★1 日、15 日 チェリークラブ出張
★8 日 、22 日こどもの森広場出張
10:00-11:30 大穂交流センター

1
◆ままとーん「つどいの広場」
9:30-14：30 ままとーん事務所
◆子育てほっとステーション オアシス
10:00-12:00 並木交流センター
◆子育て広場「ゴンタで遊ぼう」
10:30-14:00 ゴンタの丘

5

6

◆こじゅけい
◆ままとーん「つどいの広場」
10:00-12:00 東児童館
9:30-14：30 ままとーん事務所
◆ままとーん「つどいの広場」
9:30-14：30 ままとーん事務所
2/5
◆コロボックル「０歳からの外あそび」
◆おひさま Kids「わらべうた」
10:00-14:00 ゴンタの丘
10:30- 並木交流センター和室
◆茨城 YMCA こひつじクラブ「親子で遊ぼう・親
子で体操」（1 歳 6 か月以上）
10:45-11:45 ＹＭＣＡ会館ホール

12

振替休日

◆こじゅけい
10:00-12:00 東児童館
◆ままとーん「つどいの広場」
9:30-14:30 ままとーん事務所
◆コロボックル「０歳からの外あそび」
10:00-14:00 ゴンタの丘
◆てしろぎくまさんひろば
10:00-12:00 手代木南児童館図書室

2/8
◆子育て広場「ゴンタで遊ぼう」
10:30-14:00 ゴンタの丘

14
◆子育て休憩室
10:00-12:00 吾妻交流センター
◆ボードゲームの広場
15:00-17:00 春日交流センター
初回無料、要申込
◆まめの木文庫「まめっちょクラブ」
10:00-11:00 過ぎ まめの木文庫
（1,2 歳児対象）、要申込

20

◆こじゅけい
◆ままとーん「つどいの広場」
10:00-12:00 東児童館
9:30-14:30 ままとーん事務所
◆ままとーん「つどいの広場」
9:30-14：30 ままとーん事務所
プチ・イベント「コーチングセミナー−育メンパ
パの育て方−」（11:00〜12:00）〔詳細裏面〕
◆コロボックル「０歳からの外あそび」
10:00-14:00 ゴンタの丘
◆茨城 YMCA こひつじクラブ「親子で遊ぼう・
ひな飾りを作ろう、2 月お誕生会」
10:45-11:45 ＹＭＣＡ会館ホール
◆土浦友の会 子育てママのグループ
10:00-12:30 土浦友の家
要申込、〔詳細裏面〕

26

◆子育て休憩室
10:00-12:00 吾妻交流センター
◆ボードゲームの広場
15:00-17:00 春日交流センター
初回無料、要申込

13

◆NPO 法人居場所サポートクラブ ROBE
◆ままとーん「つどいの広場」
「NEW YEAR チャリティーバザー」
9:30-14：30 ままとーん事務所
13:00-17:00 アッセ（1 階フードコート隣）
◆子育て広場「ゴンタで遊ぼう」
〔詳細裏面〕
10:30-14:00 ゴンタの丘
◆つくば子ども劇場「アシタバコンサート 〜フォ
ルクローレのひととき〜」
13:30−15:00 カピオリハーサル室 1
参加費：１世帯 500 円 要申込(2/9 まで）
〔詳細裏面〕

19

7

27

21
◆子育て休憩室
10:00-12:00 吾妻交流センター
◆ボードゲームの広場
15:00-17:00 春日交流センター
初回無料、要申込

2/22
◆えほんやなずな「おとなのための
おはなしかい」
10:30-11:30 えほんやなずな
参加費 300 円 要申込

8
◆ままとーん「つどいの広場」
9:30-14：30 ままとーん事務所
◆子育てほっとステーション オアシス
10:00-12:00 並木交流センター
◆はぐはぐ・おしゃべりサロン
10:00-11:15 助産院ら・くな (申込不要)
◆えほんやなずな「えほんの井戸端」
10:30-11:30 えほんやなずな 参加費 300 円

15
◆ままとーん「つどいの広場」
9:30-14：30 ままとーん事務所
◆子育てほっとステーション オアシス
10:00-12:00 並木交流センター
◆子育て広場「ゴンタで遊ぼう」
10:30-14:00 ゴンタの丘

22
◆ままとーん「つどいの広場」
9:30-14：30 ままとーん事務所
◆子育てほっとステーション オアシス
10:00-12:00 並木交流センター
◆子育て広場「ゴンタで遊ぼう」
10:30-14:00 ゴンタの丘
◆フラワーチャイルド保育園「きりん Café」
10:00-11:30 フラワーチャイルド保育園
先着 3〜5 組 要申込（3 日前まで）
Tel：029-864-6464 Fax 029-864-6454
◆はぐはぐ・おしゃべりサロン special
「ちょこっとフリマ」
10:00-11:15 助産院ら・くな （申込不要)

金

土

日

3

4

★2 日、16 日 かつらぎクラブ出張
★9 日、23 日 おひさまクラブ出張
10:00-11:30 二の宮交流センター
★2 日、9 日、16 日、23 日
子育て総合支援センター出張
10:00-11:40 市民研修センター

2
◆グループ・スイミー「読み聞かせ」
11:00-11:30 並木児童館

9
◆おもちゃライブラリーさくらんぼ
10:00-12:00 13:00-16:00
老人福祉センターとよさと
おもちゃ病院（おもちゃ修理）も開催
◆パネルシアターゆめぽっぽ「読み聞かせ」
11:00-11:30 並木児童館

16
◆グループ・スイミー「読み聞かせ」
11:00-11:30 並木児童館

23
◆子育て広場「ゴンタで遊ぼう」
10:30-14:00 ゴンタの丘
◆グループ・スイミー「読み聞かせ」
11:00-11:30 並木児童館

2/22
◆中央図書館「おはなしぶんぶん」
10:30-10:50 中央図書館 赤ちゃん向け

◆中央図書館「おはなし会」
15:00-15:30 中央図書館
茎崎おはなし会
◆ままとーん「ぱぱとーん企画パパと節
分！〜豆まき＆ミニゲーム〜」
13:30-15:00 ままとーん事務所
要申込【問】〔詳細裏面〕

10
◆まめの木文庫
「子どものためのおはなし会」
10:00- 3 歳/10:30- 4 歳〜小 2/
11:15- 小 3〜中学生 まめの木文庫
◆中央図書館「おはなし会」
15:00-15:30 中央図書館 おはなしの泉

17

11

建国記念の日

18

◆中央図書館「おはなし会」
15:00-15:30 中央図書館
おはなしまつぼっくり
◆つくば遊ぼう広場の会「遊ぼう広場」
10:00-14:00 ゴンタの丘
◆えほんやなずな
「なずなのおはなしかい」
14:00-14:30 えほんやなずな 無料
申込不要

24

25

◆中央図書館「おはなし
◆中央図書館「おはなし会」
ぶんぶん」
15:00-15:30 中央図書館
赤ちゃん向け
おはなしの森
10:30-10:50
◆おもちゃライブラリーさくらんぼ
中央図書館
10:00-12:00 老人福祉センターとよさと
◆中央図書館「おはなし
おもちゃ病院（おもちゃ修理）も開催
会」
◆つくば子育てコミュニティワーク「キック
15:00-15:30
オフ・イベント」
中央図書館
14:00-17:00
筑波大学ストーリーテ
つくばイノベーションプラザ大会議室
リング研究会
要申込 〔詳細裏面〕

28

◆ままとーん「つどいの広場」
◆子育て休憩室
9:30-14:30 ままとーん事務所
10:00-12:00 吾妻交流センター
◆NPO 子連れスタイル推進協会
◆ボードゲームの広場
「子育てカフェ OTONA∞EN カレンダーを
15:00-17:00 春日交流センター
作ろう♪」
初回無料、要申込
10:30-11:30 LALA ｶﾞｰﾃﾞﾝ 2F ﾓｰﾊｳｽ
◆研究学園グリーンネックレス・アートの
ｼｮｯﾌ 先着 10 名程度 （写真を持参）
会＆つくば文化振興財団「ママコン
ママのためのコンサート」
午前の部 11:00 〜 午後の部 13:30〜
つくばカピオホール 〔詳細裏面〕

2/3
◆つくば遊ぼう広場の会
「遊ぼう広場」
10:00-14:00
ゴンタの丘

問合せ先：定期的に開催されているものについては、 場所・連絡先など、裏面の基本情報をご覧下さい！［問］の表示の
ある催しについては、参加費等お問い合わせ下さい！

「かるがも・ねっと」 は・・・
つくば市で子育て支援に関わる活動をしている様々な機関・団体・グループ・ボランティアのネットワークです。
筑波大学共生教育学（教育社会学）研究室と連携して活動しています。

2 月催しのご案内 2018(表面掲載記事の一部詳細情報)

サークル・団体からの情報

今月のピックアップイベント
※ご紹介するイベントが有料の場合もあります。詳しくは直接、お
問い合わせください。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
■NPO 法人 居場所サポートクラブ ロベ「NEW YEAR チャリ
ティーバザー」
ロベ（ROBE）は居場所づくりで市民の問題解決に取り組もう
と 2011 年３月東日本大震災直後に設立されました。学童保育
からスタートし、2016 年市の委託で低所得世帯の子どもを対
象に無料学習塾を開講、さらには地域の皆様より支援をいた
だいて子どもたちへの食育支援を行っています。
衣料品や小物家具、電化製品、アクセサリー等、100 円〜お
気持ちの値段で購入できるバザーを開きます。収益はすべて
ロベ運営の学習支援無料塾に用いられます。学童クラブの説
明会、子供学習支援無料塾の相談コーナーを設けます。
【日時】 ２月 12 日（月）13：00〜17：00
※15：00〜16：00 みどりの駅前学童クラブロべ説明会
【場所】 アッセ １階フードコート隣（つくば市上横場）
【後援】 つくば市
【協力】 ライオンズクラブつくば中央むすび支部、つくば商業
開発株式会社
【助成】パルシステム茨城

■NPO 法人ままとーん
◆「ぱぱとーん企画 パパと節分！〜豆まき＆ミニゲーム〜」
親子一緒に節分を遊んじゃおう！から付き落花生で豆まき
とちょっとした手作りゲームを企画♪ご夫婦・家族での参加、
プレパパも歓迎します。
【日時】 ２月３日（土）13：30〜15：00
【場所】 ままとーん事務所
参加費無料、要申込み（ままとーん HP より）
◆「ままとーん つどいの広場」プチイベント『コーチングセミ
ナー「育メンパパの育て方」』
【日時】 ２月 19 日（月）11：00〜12：00
対話によって、相手の自発的な行動を促すコミュニケー
ションのコツをお伝えします。育メンパパの西村先生がご自
身の体験から？パパの育成法を伝授！
講師:西村雅司先生
※この他のイベントはままとーん HP をご覧ください。
■つくば子ども劇場「アシタバコンサート〜フォルクローレの
ひととき〜」
フォルクローレのグループ「アシタバ」さんをお迎えして、
フォルクローレの心地良い演奏をしていただきます。アンデス
の広大な大地を想像しながら一緒に心を癒しましょう！
【日時】 ２月 12 日（月・祝）13：30〜15：00
【場所】 カピオリハーサル室１
【参加費】 1 世帯 500 円
【申込み】 つくば子ども劇場まで（締切り：２月９日（金））

✐編集・発行

2018 年 2 月 1 日発行 「つくば市子育て支援ネットワークかるがも・ねっと」 「筑波大学共生教育学（教育社会学） 研究室」

■土浦友の会「子育てママのグループ」
「子育てママのグループ」に参加して親子でほっとするひと
時をもちましょう！ 読書をとおして話し合う時間をたっぷりとり
ます。レシピ付きの「ホッとする一品」の試食、手遊びや絵本を
楽しむ “わくわくタイム♪“もあります。お友達を誘っての参加
も大歓迎です!
【日時】 ２月 19 日（月）10：00〜12：30（受付は９：40 から）
【場所】 土浦友の家（土浦市中村南２-３-17）
【読書】 「無邪気な教育」『おさなごを発見せよ』p.53〜55
【参加費】 100 円（保険料を含む）
【申込み】 ２月 15 日（木）まで（託児の都合があります）
子育てママのグループ kosodatetsuchiura@gmail.com
☆土浦友の会 HP（http://tsuchiuratomonokai.jimdo.com）から
もお申し込みになれます。）
【持ち物】 託児ノート、羽仁もと子選集『おさなごを発見せよ』
おむつ、着替え、帽子、お母さんとお子さんのお弁当、水筒、
食事用エプロン、口拭き
■つくば子育てコミュニティワーク「キックオフイベント
〜子ども、子育て、子育て支援 「気づき」から「築き」へ〜」
子育て中のあなたも、子育て支援の
あなたも、共に出会い、語らい、考えま
す。講演とワークショップを通じて、子ど
もの幸せな未来のために何ができるか
をみんなで考えます。
※お子様連れの方はあらかじめご相談ください。託児はありま
せんが、年齢等によりご一緒に参加できるスタイルを提案
いたします。
【日時】 ２月 24 日（土）14：00〜17：00（開場 13：30）
【場所】 つくばイノベーションプラザ大会議室
【講師】 松田妙子氏（NPO 法人せたがや子育てネット代表理
事）
【定員】 60 名
【対象】 つくば市在住在勤の方ならどなたでも
【参加費】 500 円（資料代等）
【主催】 つくば子育てコミュニティワーク実行委員会
【申込み】 氏名（ふりがな）、電話番号（ある方は FAX 番号）、
メールアドレス、参加人数、お子様連れの有無（お子様連れの
場合は、お子様の年齢）を記入し、２月 17
日（土）までに FAX または E メール、専用の
申し込みフォーム（QR コード参照）で。
【申込み・問合せ】FAX：029(859)0736
E メール ： kosodate.hughug@gmail.com
■ママコン ママのためのコンサート in つく
ばカピオ
小さいお子さんを持つお母さんを対象とした、音楽やお話を
楽しいでもらうママのためのコンサート。お子さんが泣いても
走っても OK♪ママコンは子育て中のお母さんたちが気楽に楽
しめリフレッシュできる場。ぜひお気軽にご参加ください（お子
様がいなくても参加可能。パパも一緒にお待ちしております）。
入場無料です。
【日時】 ２月 28 日（水）午前の部 開演 11：00(開場 10：30)
午後の部 開演 13：30(開場 13：00)

【場所】 つくばカピオホール（℡029-651-2886）
【予約】 グリーンネックレス「アートの会」HP から
HP：http://gn-art.jp/
【定員】 先着 200 組/各部
【共催】 研究学園グリーンネックレス「アートの会」
（公財）つくば文化振興財団
【後援】つくば市・つくば市教育委員会

基本情報（主な活動場所・連絡先／50 音順）
※開催しない週や時間や場所の変更もありますので、カレン
ダーで確認、または、お問い合わせください。
※時間内、出入り自由なところもたくさんあります。お気軽に
お立ち寄りください。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
■遊ぼう広場
さくら運動公園内 子育て冒険広場”ゴンタの丘” *雨天中止
昼食可 ℡855-4803 検索 「つくば遊ぼう広場の会」
■茨城ＹＭＣＡ親子であそぼう（こひつじクラブ）
東新井 24-7 ℡852-4128 http://www.ibarakiymca.org
■えほんや なずな
竹園 2-4-10 村田ビル 105 火・木・土曜 11 時〜18 時
金曜 13 時〜18 時 298ehonya.nazuna@gmail.com
facebook と twitter あり。
■おひさま Kids
並木交流センターなど ℡080-5434-8100
■おもちゃライブラリー さくらんぼ
老人福祉センターとよさと ℡847-0231
検索 「おもちゃライブラリー つくば」
■きりん Café
フラワーチャイルド保育園 ℡864-6464
■グループ・スイミー
並木児童館 ℡851-5331(並木児童館)
■こじゅけい
東児童館 ℡851-4801
■子育て休憩室
吾妻交流センター ℡851-5263(ホシノ)
■子育てほっとステーション・オアシス
並木交流センター ℡851-5263(ホシノ)
■子連れスタイル推進協会 子育てカフェ OTONA∞EN
LALA ガーデンつくば２F モーハウスショップ
rakufam@gmail.com
■ゴンタで遊ぼう
さくら運動公園内 子育て冒険広場”ゴンタの丘” ＊雨天中
止 昼食可 外遊びのサークル持ち回りで不定期に一般開放。
子育て広場 ℡851-2617
■０歳からの外あそび
さくら運動公園内 子育て冒険広場“ゴンタの丘” ＊雨天中止
昼食可 ℡857-7949 検索「自主保育コロボックル」
■中央図書館「おはなし会」
お話会ｸﾞﾙｰﾌﾟが持ち回りで担当 ℡856-4311
検索 「中央図書館 おはなし会 つくば」
■つくば子ども劇場
・劇などは企画により場所が異なります
℡029-852-9134（月-金、10-15時） Facebookページあり
■つくば自然育児の会
月によって曜日・場所が異なります

見学は３日前までの申込み。見学料が必要な場合あり。
tsukubamothering@gmail.com(島崎)
検索 「つくば自然育児の会」 Facebookページもあり
■土浦友の会「子育てママグループの集まり」
土浦友の家（土浦市中村南 3-2-17＊ｼﾞｮｲﾌﾙ本田ｶｰﾃﾝ館そ
ば） kosodatetsuchiura@gmail.com ℡＆fax 029-842-2242
検索 「土浦友の会」 HP
■てしろぎ くまさんひろば
手代木南児童館 ℡852-0670
■はぐはぐ・おしゃべりサロン
助産院ら・くな(つくば市松代) 昼食可
℡856-6658 kosodate.hughug@gmail.com
検索 「kosodate はぐはぐ」 Facebook ページもあり
■ボードゲームの広場
春日交流センター ℡029-852-9304 kurahsy@gmail.com
検索 「つくばボードゲーム愛好会」 Ｆａｃｅｂｏｏｋページあり
■まめの木文庫
赤塚トーホーランド ℡838-2252
mamenokibunko@yahoo.co.jp
・絵本とおはなし会 (3 歳/幼児〜中学生)
・まめっちょクラブ (1・2 歳)
■ままとーん「つどいの広場」
ままとーん事務所（つくば市館野 604-3） 昼食可
℡838-5080 検索 「ままとーん」 Facebook ページもあり

■ つくば子育て支援拠点 ■
●市内には８カ所の子育て支援拠点があります。
子育て支援拠点では、子育て親子が自由に遊べるスペース
があります。他のママやパパとお話ししたり、スタッフに育児のい
ろいろな相談をすることもできます。
・つくば市子育て総合支援センター(金田：℡857-9037)
・かつらぎクラブ(西大橋：かつらぎ保育園：℡080-8740-1988)
・チェリークラブ(上野：さくら学園保育園：℡（直）863-0054)
・ままとーん つどいの広場（館野：ＮＰＯ法人ままとーん：
℡838-5080）
・こどもの森広場（沼崎：つくばこどもの森保育園：℡875-4539）
・すぎのこクラブ（下河原崎：島名杉の子保育園：℡847-6185）
・おひさまクラブ（高崎：認定こども園みのり：℡830-7455）
・わかば保育園子育て支援おとなり(みどりの駅前：℡:895−2970)

※当カレンダー（表面）では、上記子育て支援拠点が行う“出張
ひろば”と、ままとーん つどいの広場に関する情報を掲載し
ています。各子育て支援拠点では、この他にも多数のイベン
トや講座を実施しています。詳しくは、各拠点 HP 等をご覧くだ
さい。検索 つくば市子育て支援拠点
***************************************
※カレンダーのメール配信ご希望の方は、お名前とアドレスを下
記宛にお知らせください。(携帯メールは除く)
E-mail：karugamo̲net@yahoo.co.jp
※「かるがも・ねっと」ホームページからダウンロードできます。
※情報掲載を希望される方は、前月の 10 日までにかるがも・
ねっと宛に FAX(029-853-4599)又はメール(上記)にてご連く
ださい。
２月号編集担当：二ツ森・野島

