２０１８年

つくば子育てカレンダー８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

★7 日、21 日、28 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

水

★1 日、29 日 おとなり出張
★8 日、22 日 すぎのこクラブ出張
10:00-11:30 市民ホールやたべ

1
◆子育て休憩室
10:00-12:00 吾妻交流センター

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！

6
◆ままとーん「つどいの広場」
9:30-14：30 ままとーん事務所

13

7
◆ままとーん「つどいの広場」
9:30-14：30 ままとーん事務所

14

8
◆子育て休憩室
10:00-12:00 吾妻交流センター

15
◆子育て休憩室
10:00-12:00 吾妻交流センター

20
◆ままとーん「つどいの広場」
9:30-14：30 ままとーん事務所
11:00- プチイベント 「コーチングセミナー
〜パパの操縦法 第二弾〜」〔裏面詳細〕

27
◆ままとーん「つどいの広場」
9:30-14：30 ままとーん事務所
11:00- プチイベント 「親子で楽しむ誕生学」
〔裏面詳細〕

春日交流センター出張広場はお休み

市民ホールやたべ出張広場は
お休み

21

22

◆ままとーん「つどいの広場」
9:30-14:30 ままとーん事務所

28
◆ままとーん「つどいの広場」
9:30-14：30 ままとーん事務所
◆NPO 子連れスタイル推進協会
「子育てカフェ OTONA∞EN」
カレンダーを作ろう♪
10:30-11:30 LALA ｶﾞｰﾃﾞﾝ 2F ﾓｰﾊｳｽ
ｼｮｯ 先着 10 名程度 （写真を持参）
〔裏面詳細〕

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

★2 日、9 日、23 日、30 日
子育て総合支援センター出張
10：00-11：30 筑波銀行副都心 2F
★2 日、30 日 チェリークラブ出張
★9 日、23 日 こどもの森広場出張
10:00-11:30 大穂交流センター

2
◆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

9

16

◆子育て休憩室
10:00-12:00 吾妻交流センター

土

日

4

5

★3 日、17 日、31 日 かつらぎクラブ出張
★10 日、24 日 おひさまクラブ出張
10:00-11:30 二の宮交流センター
★3 日、10 日、17 日、24 日、31 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

3

◆遊ぼう広場の連続開催「ゴンタで夏休み！」 ◆中央図書館「おはなし会」
15:00-15:30 中央図書館
10:00-14:00 ゴンタの丘 〔裏面詳細〕
茎崎おはなし会
◆遊ぼう広場の連続開催「ゴンタで夏休
み！」
10:00-14:00 ゴンタの丘 〔裏面詳細〕

10

◆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
◆えほんやなずな えほんの井戸端
「文字のない絵本」
10:30-11:30 えほんやなずな
参加費 300 円（要申込）

11

山の日

◆つくば de プレイパーク
ひろめ隊
「つくいち de プレイ
パーク」
9:00-12:00
中央公園（つくいちの隣）

12

◆まめの木文庫
◆まめの木文庫
「子どものためのおはなし会」
「本と遊ぼう」
10:00- 3 歳/10:30- 4 歳〜小 2/
13:30-15:30
11:15- 小 3〜中学生 まめの木文庫
まめの木文庫
「夜のちょっと怖い話会」
18:30-19:00 幼児〜小学生 2 年生
19:15-20:00 小学生 3 年以上
◆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

◆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

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

19
◆ままとーん
「ワーママの日」
9:30-14:30
ままとーん事務所

筑波銀行副都心出張広場はお休み
大穂交流センター出張広場はお休み

23

◆子育て休憩室
◆ままとーん「つどいの広場」
10:00-12:00 吾妻交流センター
9:30-14：30 ままとーん事務所
◆遊ぼう広場の連続開催「ゴンタで夏休 ◆子育てほっとステーション オアシス
み！」
10:00-12:00 並木交流センター
10:00-14:00 ゴンタの丘 〔裏面詳細〕 ◆遊ぼう広場の連続開催「ゴンタで夏休み！」
10:00-14:00 ゴンタの丘 〔裏面詳細〕
◆はぐはぐ・おしゃべりサロン special
「みんなでサロン（カレーランチ付き） 要申込
10:00-13:30 助産院ら・くな 〔裏面詳細〕

29

金

30
◆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
◆ままとーん「つどいの広場」
9:30-14：30 ままとーん事務所

24
◆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
◆えほんやなずな「ぶっくぶっくこうかん」
11:30-16:30 えほんやなずな
◆えほんやなずな「納涼なずなのおはなしか
い」17:00-17:30 えほんやなずな
参加費無料 申込不要

25
◆中央図書館「おはなし会」
15:00-15:30 中央図書館
おはなしの森
◆茨城 YMCA 「まつりつくば出店」
中央公園ふれあい広場

26
◆中央図書館「おはなし
会」15:00-15:30
中央図書館
筑波大学ストーリー手
リング研究会
◆茨城 YMCA 「まつりつ
くば出店」
中央公園ふれあい広
場

31
「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。

８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、
問合わせください。☞マークのある団体は、右欄の基本情報
に連絡先が記載されています。
■遊ぼう広場の連続開催 「ゴンタで夏休み！」
木蔭でシートブランコ、水遊び、泥んこ遊び、かなづちトント
ン木工作。外遊びを楽しみたい人なら、どなたでも遊びに来て
ください。子育て冒険広場「ゴンタの丘」は、みんなでつくる遊
び場です。自然に親しみながら一緒に子どもたちを見守りまし
ょう。
【開催期間】 ８月３日(金）・４日(土） 及び ８月 22 日(水）・23
日(木）の４日間
【開催時間】 10：00-14：00 荒天中止 出入り自由
【場所】 ゴンタの丘（つくば市子育て総合支援センター奥の林
です）
支援センター専用駐車場の利用はご遠慮ください ！
【参加費】 一人 100 円
【持ってくるといいもの】
子ども水着、着替え、レジャーシート、飲み物、お弁当など
工作教室、紙芝居など、小さなイベントも予定しています。
HP を見てくださいね。
【問合せ】 つくば遊ぼう広場の会
黒河 855-4803
新堀 851-2617
■はぐはぐおしゃべりサロン special（要申込み）
「みんなでサロン（カレーランチ付き）」
夏休みもあと少し！この日は年齢に制限がありません。サ
ロンを卒業している母子も久々に遊びに来ませんか？遊んだ
あとは、はぐはぐ特製のカレーで体もお腹も満たしましょう♪
【日時】 ８月 23 日 10：00-13：30
【参加費】 大人 500 円。食事をする子ども 250 円
【場所】 助産院ら・くな(つくば市松代 4 丁目 10-12)
【定員】 年齢制限なし。８組。
【持ち物】 飲み物、お子さまの食事が必要な場合はご用意く
ださい。（アレルギー対応はできません。）
【申込み・問合せ】 kosodate.hughug@gmail.com
「みんなでサロン」と 明記のこと。
■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 〜パパの操縦法 第二弾〜」
みなさんのお悩みにお答えします！パパに手伝ってもらい
たいけど、なかなか動いてくれない…。男性ならではの視点で
お話します。
【日時】 ８月 20 日（月）11：00〜12：00
【講師】西村雅司先生
◆「親子で楽しむ誕生学」
「赤ちゃんってどこから来るの？」という素朴なギモンに、
やさしい言葉で伝えます。いのちってスゴイ！という視点が、
将来の性教育や生きる力のベースとなります。５歳〜小学
校低学年向けのプログラムを親子で楽しんでみませんか。

✐編集・発行

2018 年 8 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」

【日時】 ８月 27 日（月）11：00〜12：00
【講師】 誕生学アドバイザー、思春期保健相談士
【問合せ】 ままとーんつどいの広場☞
■NPO 子連れスタイル推進協会
●子育てカフェ OTONA∞EN（おとなえん）
ママや子育て中の方々がちょっと立寄ってリフレッシュでき
るイベントです！先着 10 組程度、申込み不要、参加費無料で
す！子育てあるある話やコレどうしてる？といったちょっとした
疑問や不安も解決できますよ。
【日時】 ８月 28 日（火）10：30〜11：30
【場所】 LALA ガーデンつくば２F モーハウスショップ
【対象】 プレママパパ、子育て中の方どなたでも
【問合せ】 rakufam@gmail.com
【内容】 世界に 1 つだけの「カレンダー」を作ろう♪
ママも映っている写真を持ってきてね！
※当日撮影もできます。

団体紹介コーナー こども食堂 Part.2
先月に引き続き、つくば市内で運営しているこども食堂をご紹
介します！ブログやツイッターも見てみてくださいね。
◆つくば「こどもの家」食堂
わいわい、がやがや みんなでごはん！子ども食堂は、み
んなの居場所です。子供だけでも大歓迎！送迎も致しますの
で、お気軽にご相談ください。
【日時】 第１、第３水曜日 17：30〜19：30
【場所】 つくば市北中妻 399-2 牛久学園線沿いにある教会の
裏手にある建物です。
【対象】 幼児から高校生以上（一般）
【料金】 幼児無料、小中学生 100 円、高校生以上 300 円
【問い合わせ】NPO 法人マナーズ ℡838-5366
sun-sun-kids-gakudou@mannarz.com
ブログあり https://ameblo.jp/kodomo-syokudo/
◆バオバブの子供食堂
「たまにはみんなでごはんを食べませんか？」という趣の子
供食堂です。大人だけでも、子供だけでも、もちろん親子でもど
うぞ。食べてすぐに帰ってもよし、時間まで居座ってもらってもよ
し。おしゃべりはもちろん、歌も飛び出す居場所になればと思っ
ています。工房の田んぼでとれたお米を羽窯で炊き、工房の畑
の野菜をできるだけ使って準備します。「食」を中心にした居場
所作りに、とりあえずはお客さんとして参加してみませんか。
【日時】 基本は月１回（第３または第４金曜日） 18：30〜20：45
【場所】 子供工房バオバブ（つくば市小野崎 858-１）
【料金】 一人 300 円 未就学児は無料
【持ち物】 食器（大小の器２つと、箸スプーン類）、
各自の飲み物など
【詳細・問合せ】 要申込み（前日まで） 子供工房バオバブまで
℡856-5087（飴村）
ツイッターあり 「バオバブの子供食堂」で検索

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」
■親子であそぼう（こひつじクラブ）
茨城ＹＭＣＡ 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
開店：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）
298kodomogekijo@gmail.com 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
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
■わらべうたの会♪つくんこ
中央公園 (雨天時 吾妻西児童館）
安永 sakuratomomoto@gmail.com
https://blogs.yahoo.co.jp/tukuuta

■ 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)
・なないろクラブ（大角豆：にじいろ保育園：℡:893−4602)

※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

カレンダーの配布場所について
市内の児童館、地域交流センター、保健センター、市民活動
センター、市役所のほか、医院などに置いています。
****************************************************
※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。
８月号編集担当：二ツ森・野島

