２０１９年

つくば子育てカレンダー６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
４月から担当・時間など変更あり

火
春日交流センター出張10:00-11:30
★4日、18日
子育て総合支援センター担当
★11日、25日
なないろくらぶ担当

水
筑波銀行副都心2F 出張10：00-11:40
★5日、12日、19日、26日
子育て総合支援センター担当
市民ホールやたべ出張10:00-11:30
★5日、19日 すぎのこクラブ担当
★12日、26日 おとなり担当

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

大穂交流センター出張10:00-11:30
★6日、20日 チェリークラブ担当
★13日、27日 こどもの森広場担当

金
二の宮交流センター出張10:00-11:30
★7日、21日 かつらぎクラブ担当
★14日、28日 おひさまクラブ担当
市民研修センター出張10:00-11:40
★7日、14日、21日、28日
子育て総合支援センター担当

土
「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。

1
◆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
◆つくば遊ぼう広場の会「遊ぼう広場」
10:00-14:00 ゴンタの丘
◆のうさぎ文庫
10:00-12:00 上広岡 野田団地内

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！

3

4

◆こじゅけい
10:00-12:00 東児童館
◆ままとーん「つどいの広場」
◆はぐはぐ「はぐはぐ体操」
9:30-14:30 ままとーん事務所
9:30-10:30すくすくクラス 10:45-11:45いきいき
ママクラス つくばカピオ 参加費［問］要申込
◆コロボックル「０歳からの外あそび」
10:00-14:00 ゴンタの丘
◆ままとーん「つどいの広場」
9:30-14:30 ままとーん事務所

10
◆こじゅけい
10:00-12:00 東児童館
◆コロボックル「０歳からの外あそび」
10:00-14:00 ゴンタの丘
◆ままとーん「つどいの広場」
9:30-14:30 ままとーん事務所
◆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

17
◆ままとーん「つどいの広場」
9:30-14:30 ままとーん事務所
◆こじゅけい「おかあさんのための出前体操」
10:00-12:00 東児童館

11
◆ままとーん「つどいの広場」
9:30-14:30 ままとーん事務所
◆子育て広場「ゴンタで遊ぼう」
10:30-14:00 ゴンタの丘

18
◆ままとーん「つどいの広場」
9:30-14:30 ままとーん事務所

5
◆子育て休憩室
10:00-12:00 吾妻交流センター

12
◆子育て休憩室
10:00-12:00 吾妻交流センター
◆まめの木文庫「まめっちょクラブ」
10:00- まめの木文庫
（1,2歳児対象） 要申込
◆コンノユキミ個展イベント
安永さんのわらべうた
11:00-11:30 0～3歳
つくラボ・ララガーデンつくば

19
◆子育て休憩室
10:00-12:00 吾妻交流センター

◆コロボックル「０歳からの外あそび」
10:00-14:00 ゴンタの丘

24

25

◆こじゅけい
◆NPO 子連れスタイル推進協会
10:00-12:00 東児童館
「子育てカフェ OTONA∞EN」
◆コロボックル「０歳からの外あそび」
カレンダーを作ろう
10:00-14:00 ゴンタの丘
10:30-11:30
LALAｶﾞｰﾃﾞﾝﾞ2Fﾓｰﾊｳｽｼｮｯﾌﾟ
◆ままとーん「つどいの広場」
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
◆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
6/24
◆はぐはぐ「はぐはぐ体操」
9:30-10:30すくすくクラス 10:45-11:45いきいき ◆おひさま Kids 「わらべうた」
10:30- 並木交流センター和室
ママクラス つくばカピオ 参加費［問］要申込

26
◆子育て休憩室
10:00-12:00 吾妻交流センター

6
◆ままとーん「つどいの広場」
9:30-14:30 ままとーん事務所
11:00-12:00プチイベント【詳細裏面】
◆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
◆わらべうたの会♪つくんこ
11:15-12:00 中央公園 チケット制

13
◆ままとーん「つどいの広場」
9:30-14:30 ままとーん事務所
◆子育て広場「ゴンタで遊ぼう」
10:30-14:00 ゴンタの丘
◆はぐはぐおしゃべりサロン special
「手ぬぐいパンツ作り」
10:00—11:30 助産院ら・くな
要申込 参加費〔問〕
◆わらべうたの会♪つくんこ
11:15-12:00 中央公園 チケット制
◆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

20
◆わらべうたの会♪つくんこ
11:15-12:00 中央公園 チケット制
◆子育て広場「ゴンタで遊ぼう」
10:30-14:00 ゴンタの丘
◆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
◆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
◆ままとーん「つどいの広場」
9:30-14:30 ままとーん事務所
11:00-12:00 プチイベント【詳細裏面】

27

◆わらべうたの会♪つくんこ
11:15-12:00 中央公園 チケット制
◆子育てほっとステーション オアシス
◆産後 TOMO サポ
10:00-12:00 並木交流センター
「赤ちゃんを迎えるためのお部屋づくり
◆子育て広場「ゴンタで遊ぼう」
講座」
10:30-14:00 ゴンタの丘
10:30－12:30 13:00—15:00
◆ままとーん「つどいの広場」
ララガーデン モーハウスショップ
9:30-14:30 ままとーん事務所
［問］参加費500円 要申込
https://kosodate-share.asmama.jp/ev ◆はぐはぐおしゃべりサロン
10:00—11:15 助産院ら・くな
ents/8614 又は029(875)8835ﾓｰﾊｳｽ

7
◆グループ・スイミー（読み聞かせ）
11:00-11:30 並木児童館

14
◆パネルシアターゆめぽっぽ
11:00-11:30 並木児童館
◆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
6/13
◆えほんやなずな「えほんの井戸端」
テーマ「自慢の一冊」 10:30-12:00
えほんやなずな 300 円 要申込

21
◆グループ・スイミー（読み聞かせ）
11:00-11:30 並木児童館
◆つくば自然育児の会6月例会
「家族でできるお手当て」
10:00-12:00 なかよし館（大曽根児
童館）見学料500円 要申込
【詳細裏面】

28
◆グループ・スイミー（読み聞かせ）
11:00-11:30 並木児童館
◆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 0歳～6歳(3～5組)
要申込864-6464

日

8
◆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
◆まめの木文庫
「子どものためのおはなし会」
10:30- 幼児～小2くらい/
11:15- 小3～中学生 まめの木文庫
◆のうさぎ文庫
10:00-12:00 上広岡 野田団地内

15
◆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
◆のうさぎ文庫
10:00-12:00 上広岡 野田団地内
◆なずなのおはなしかい
14:00—14:30 えほんやなずな

22
◆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
◆おもちゃライブラリーさくらんぼ
10:00-12:00
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
◆のうさぎ文庫
10:00-12:00 上広岡 野田団地内
◆竹園土曜ひろば「ほっこりランチ
10:30-14:30（ランチ12:00-） 竹園交流
センター和室 HP より申込

29
◆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テリング研究会
◆のうさぎ文庫
10:00-12:00 上広岡 野田団地内

2
◆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」
10:00頃-12:00頃
中央公園 (つくいちの隣)
◆つくば子ども劇場
「にんぎょうげき はれときどきぶた」
昼の部 13:30開演 夜の部 16:00開演
アルスホール【詳細裏面】

9
◆まめの木文庫
「本と遊ぼう」
13:30-15:00 まめの木文庫
◆コンノユキミ個展イベント
藤井いづみさんのストーリーテリング
10:30-11:00 3～6歳 11:30-12:00 小学生
つくラボ・ララガーデンつくば
二ッ森さんの絵本のよみきかせ
14:00-14:30
ツタヤ児童書売り場・ララガーデンつくば

16

6/15
◆コンノユキミ個展イベント
ヨキア with ミカンの絵本のよみきかせ
11:00-11:30
ツタヤ児童書売り場・ララガーデンつくば

23
◆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
◆日曜ままとーん
9:30-14:30 ままとーん事務所
13:00-14:00 プチイベントあり

30
◆なずなの月イチグリム
10:30—12:00 えほんやなずな

６月催しのご案内 201９(表面掲載記事の一部詳細情報)

サークル・団体からの情報
外遊びサークル｢どんぐりこ｣
なかま募集！

✐編集・発行

2019 年６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」 karugamonet.tsukuba@gmail.com

おっぱいトラブルにも。また、夏特有の体調不良やお肌のトラ
ブルにも。講師は当会のベテランOGさんなので、先輩ママの
お話もお楽しみに。
【日時】 6月21日（金）10:00～12:00
【場所】 なかよし館（つくば市立大曽根児童館）
【見学料】 500円
【問い合わせ・申込】 つくば自然育児の会
tsukubamothering@gmail.com

☆元気いっぱいの0～4才のお友だちと
ママ(パパ)、妊婦さんいませんか？☆
初めまして。私たち｢どんぐりこ｣は現在在籍3組のアットホーム
なサークルです。つくば市内の公園を中心にのんびりと外遊び
■ままとーんつどいの広場プチイベント
を楽しんでいます。もっとたくさんの方と楽しく遊びたくて、新しい
※場所はいずれもままとーん事務所、時間は11時〜12時
仲間を募集中です。
参加費無料・申込み不要
一緒に青空の下でのびのびと遊び、大きな声でガハハと笑いま
●つくばについて知ろう！
しょう！
【日 時】 6月6日（木）
どんぐりこでは、公園遊びだけでなく果物狩りやX'mas会など季
つくばのお出かけスポットやグルメ情報、そして医療について、
節のイベントもあります。(昨年は、TXに乗って｢流山おおたかの
ままとーんスタッフと気軽にお話しませんか？もちろん、お持ち
森｣まで遠足に行ってきました！いつもと違う公園で遊び、お弁
の情報をシェアしたい方もぜひ。
●紫外線ケア講座
当を食べて子どもも大人も大満足でした。)
【日
時】 6月20日（木）
メンバーの子どもも自分の子どもも同じようにほめたり注意し
-------------------------------------------------たりし、｢親も子も皆で助け合いながら一緒に成長していきたい
ね！｣という思いで活動しています。
原画展・おはなし会が開催されます
一緒に子育て楽しみませんか？
体調不良や都合による欠席も自由です。
｢火曜のみ参加｣等もOK。妊婦さんは、出産後お子さんが歩き
回れるようになるまで、｢産休｣もOKですよ。
イベントに関して、食物アレルギーのある方、ご相談ください。
【日時】第１・３火曜、毎週木曜
【場所】つくば市内公園…6月は反町の森公園、竹園公園、ゴ
ンタの丘等。下旬にはブルーベリー狩りを予定しています。
【対象】０～４才の未就園児、妊婦さん
【参加費】100円/月(見学は無料)
【問合せ】080-3467-1216 高野

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。
———————————————————————————————
■つくば子ども劇場「にんぎょうげき はれときどきぶた」
ノリヤスの書いた「あしたの日記」が次々とありえない現実
に！「今日の天気ははれときどきぶた」って…！？矢玉四郎原
作の「はれときどきぶた」を、人形劇団ひとみ座の素敵な人形
劇でお届けします！
【日時】 6月2日（日）昼の部13:30開演／夜の部16:00開演
開場は開演の15分前・終演予定は開演の1時間後
【場所】 アルスホール（つくば市立中央図書館2階）
【参加費】 一般2,500円、4～18歳1,000円、3歳以下無料（おひ
ざ鑑賞）、つくば子ども劇場会員無料
【問合せ・申込先】 つくば子ども劇場
■つくば自然育児の会6月例会「家庭でできるお手当て」
具合が悪いかな？というとき、病院に行かずに家でできるお
手当を実演しながら紹介します。台所にあるもので簡単にでき
ます。子供が風邪っぽいときはもちろん、ママの乳腺炎などの

絵本の表紙や挿絵を中心に活動しているコンノユキミさんの
個展が開催されます。
また、このカレンダーでもおなじみ、「まめの木文庫」藤井い
づみさんのストーリーテリングや、「つくんこ」安永さんのわらべ
うた、「おひさまkids」二ツ森さんの絵本よみきかせなど 個展
開催中にイベントがあります。
■コンノユキミ イラストレーション個展
【日時】 6月8日（土）～16日（日） 10:00～20:00
【場所】 つくラボ（TSUTAYA LALAガーデンつくば となり）
【問合せ】 TSUTAYA 029-861-1811
作家在廊日：6月8日、9日、12日、15日、16日
※変更になる場合もあります 詳細はコンノユキミHPにて。
http://www.konnoyukimi.com
●まめの木文庫 藤井いづみさんのストーリーテリング
世界の昔話をストーリーテリングで体験！みんなの知っている
物語がぐっとキラキラ輝きます。想像力の広がる世界を楽しみま
せんか？コンノさんの描いた「小人とくつや」の原画も一緒に展
示します。
【日時】 6月9日（日） 10:30～11:00 3～6歳対象
11:30～12:00 小学生対象
【場所】 つくラボ（ララガーデンつくば）
●二ツ森さんの絵本のよみきかせ
やさしい語り口で人気の二ツ森さんの読み聞かせ。大勢の人
と1冊の絵本の楽しい時間をシェアしませんか？
【日時】 6月9日（日）14:00～14:30
【場所】 TSUTAYA児童書売り場（ララガーデンつくば）
●安永さんのわらべうた
昔から歌いつがれてきたわらべうた。その 優
しいひびきやリズムは、赤ちゃんとの豊かなコ
ミュニケーションの時間を生み出してくれます。
【日時】 6月12日（水）11:00～11:30
【場所】 つくラボ（ララガーデンつくば）
【対象】 0～3歳

●ヨキアwithミカンの絵本のよみきかせ
楽しいパフォーマンスでこどもたちに人気のヨキアさん。アヒル
のミカンも一緒に読み聞かせしてくれますよ。夢の世界に、一緒
にGO！
【日時】 6月15日（土）11:00～11:30
【場所】 TSUTAYA児童書売り場（ララガーデンつくば）

基本情報（主な活動場所・連絡先）
※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」
■えほんや なずな
竹園2-4-10 村田ビル105 ℡828-5120
開店：火・木・土曜11時～17時、金曜13時～17時 他
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
■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」
■竹園土曜ひろば
竹園交流センター和室 検索竹園土曜ひろば
■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、12-15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

■つくいちdeプレイパーク
中央公園 (つくいちの隣) つくばdeプレイパークひろめ隊
@298playpark Facebookページあり
■てしろぎ くまさんひろば
手代木南児童館図書室 ℡852-0670
■のうさぎ文庫
上広岡 野田団地内 070-3245-3014（阿部）
■はぐはぐ （助産院ら・くな ：つくば市松代)
・おしゃべりサロン
・はぐはぐ体操
℡856-6658 kosodate.hughug@gmail.com
検索 「kosodateはぐはぐ」 Facebookページもあり
■パネルシアターゆめぽっぽ
並木児童館 ℡851-5331
■まめの木文庫
赤塚トーホーランド ℡838-2252
mamenokibunko@yahoo.co.jp
・子どものためのおはなし会 (幼児～中学生)
・まめっちょクラブ (1・2歳)
・本と遊ぼう
■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(流星台：℡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)
・なないろくらぶ（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
※市内の各支援拠点、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、市役所の他、医院等に置いています。
***************************************************
※カレンダーは「かるがも・ねっと」ホームページまたは、市の
“TSUKUBA子育てナビ”サイト「お知らせ・イベント情報」ページ
からダウンロードできます。
6月号編集担当：二ツ森・野島

