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いいんんざざいい子子
こ

どどもも劇劇 場場
げきじょう

①①鑑鑑賞賞／／年年齢齢にに応応じじたた鑑鑑賞賞作作品品のの主主催催・・運運営営
②②ああそそびび体体験験／／調調理理・・工工作作・・ここどどもも縁縁日日等等、、子子どどももたたちちがが主主体体ののああそそびび
③③自自然然体体験験／／市市内内のの森森をを利利用用ししたたキキャャンンププやや自自然然観観察察

①①子子どどももたたちちにに家家族族単単位位でではは味味わわええなないい
体体験験をを提提供供すするる。。

②②子子どどももたたちちのの挑挑戦戦をを応応援援すするる。。
③③親親子子でで共共有有すするる時時間間をを一一緒緒にに楽楽ししむむ。。

11999988年年22月月設設立立。。22000044年年NNPPOO法法人人格格取取
得得。。  
印印西西市市ととそそのの近近郊郊のの子子どどももたたちちにに対対しし、、
文文化化的的体体験験やや遊遊びび体体験験をを通通ししてて、、豊豊かかなな
心心とと創創造造すするる力力をを育育むむ場場づづくくりりにに寄寄与与すす
るる。。  

「「子子どどもものの時時間間ををととももにに生生ききるる～～子子育育ててをを
楽楽ししももうう～～」」皆皆ささんんはは子子どどももととたたくくささんん遊遊
んんででいいまますすかか？？いいんんざざいい子子どどもも劇劇場場はは、、子子
どどもものの健健ややかかなな成成長長をを願願いい、、豊豊かかなな心心とと創創
造造すするる力力をを育育むむ場場づづくくりりをを応応援援ししまますす。。地地
域域のの方方々々やや異異年年齢齢ととのの交交流流もも盛盛んんでですす。。街街
とと自自然然がが混混ざざりり合合うう印印西西でで、、今今ししかかででききなな
いい体体験験ををししててみみまませせんんかか？？  

HH PP  

活活動動場場所所  

    

：：  hhttttppss::////nnppooiinnzzaaiikkooddoommoo..wwiixxssiittee..ccoomm//iinnzzaaiikkooddoommoo// 

：：  事事務務所所（（印印西西市市木木刈刈 44--44--22 生生活活ククララブブ木木刈刈デデポポーー内内））

  毎毎週週火火・・木木曜曜日日  1100::3300~~1155::3300  

  市市内内公公民民館館、、市市内内「「ピピザザががままのの森森」」  

団団体体情情報報  

子子育育てて支支援援  特特定定非非営営利利活活動動法法人人  

自自然然・・環環境境  歴歴史史・・文文化化・・芸芸術術  

子子
育育
てて
支支
援援

7722

メメイインンのの活活動動

団団体体のの自自慢慢  

団団体体のの特特長長やや立立ちち上上げげたた目目的的ななどど  
今今後後目目指指ししてていいるるととこころろ  

自自然然体体験験‼‼  

子
育
て
支
援

 連絡先などの詳細については支援センターへ

お問い合わせください。
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印印西西
いんざい

少少 年年
しょうねん

少少 女女
しょうじょ

合合唱唱団団
がっしょうだん

 

合合唱唱練練習習とと、、そそのの成成果果発発表表ととししててののイイベベンントトへへのの参参加加。。  
年年度度ののままととめめのの定定期期演演奏奏会会をを 33月月にに実実施施ししてていいまますす。。  

市市内内唯唯一一のの子子どどもものの合合唱唱団団。。11999966 年年のの活活
動動開開始始かからら 2200 年年以以上上のの歴歴史史ががあありりまますす。。  
ププロロのの音音楽楽家家ににななっったた OOBBOOGG がが多多数数いいまま
すす。。多多彩彩なな音音楽楽体体験験がが可可能能でですす。。  

合合唱唱をを通通じじてて、、学学校校、、学学年年のの枠枠をを超超ええてて
のの交交流流のの場場をを提提供供ししよよううとと、、青青少少年年のの健健
全全育育成成のの団団体体をを立立ちち上上げげままししたた。。  

ココロロナナ禍禍にによよりり合合唱唱のの場場がが失失わわれれてていいるる現現
状状、、22002200年年度度はは新新規規募募集集ががででききずず団団員員がが減減
っってていいまますすがが、、安安心心ししてて活活動動ででききるる時時ままでで
ななんんととししててもも活活動動をを継継続続ししたたいいとと思思いいまま
すす。。初初期期のの目目的的通通りり、、合合唱唱をを通通じじててのの交交流流
のの場場をを広広げげてていいききまますす。。

  

HH PP  

活活動動場場所所  

活活 動動 日日  

  ：：  hhttttpp::////iinnzzaaiicchhoorruuss..jjpp//  

：：  中中央央駅駅前前地地域域交交流流館館  視視聴聴覚覚室室  

：：  土土曜曜日日  1100::0000～～1122::0000    

第第 22 土土曜曜日日  1188::0000～～2200::0000 中中学学生生以以上上  

団団体体情情報報  

屋屋外外ココンンササーートト♪♪  

子子育育てて支支援援  

子子
育育
てて
支支
援援

7733

練練習習のの様様子子♪♪  

メメイインンのの活活動動

団団体体のの自自慢慢  

団団体体のの特特長長やや立立ちち上上げげたた目目的的ななどど  
今今後後目目指指ししてていいるるととこころろ  

子
育
て
支
援

 連絡先などの詳細については支援センターへ

お問い合わせください。
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CCOOSSMMOOSS
コ ス モ ス

ササポポーートトククララブブ

主主なな事事業業はは、、
①①NNPPOO法法人人ななどど市市民民活活動動団団体体のの応応援援やや相相談談

((印印西西市市企企画画提提案案型型協協働働事事業業のの相相談談をを含含むむ))ななどどのの中中間間支支援援事事業業
②②地地域域をを元元気気ににすするるたためめののままちちづづくくりり推推進進事事業業
③③青青少少年年育育成成ののたためめのの少少年年ササッッカカーーククララブブ FFCC ココススモモスス運運営営事事業業ななどど

ままちちづづくくりり事事業業ののううちち、、田田植植ええ体体験験会会
はは、、食食育育とと地地産産地地消消をを推推進進すするるたためめ地地元元
農農業業生生産産法法人人ののごご協協力力でで行行っってていいまますす。。  

ここのの法法人人はは、、市市民民やや市市民民活活動動団団体体にに対対しし
てて、、ココミミュュニニテティィににおおけけるる市市民民のの支支ええ合合
いいをを基基盤盤ととししてて、、自自らら地地域域活活性性化化ののたためめ
のの事事業業をを行行いいつつつつ中中間間支支援援団団体体ととししてて活活
動動しし、、ままちちづづくくりりのの促促進進及及びび地地域域のの発発展展
にに寄寄与与すするるここととをを目目的的ととししまますす。。  

ココロロナナのの影影響響でで活活動動のの縮縮小小をを余余儀儀ななくくさされれ
てていいまますすがが、、安安全全をを確確保保ししななががらら本本来来のの事事
業業遂遂行行にに復復帰帰すするるここととをを目目指指ししてておおりりまま
すす。。

HH PP  

活活動動場場所所  

   

：：  hhttttppss::////nnppoo--ccoossmmooss22227777..jjiimmddooffrreeee..ccoomm//  

      hhttttppss::////ccoossmmooss--sscc..jjiimmddooffrreeee..ccoomm//  

：：〔〔FFCC ココススモモスス事事業業〕〕大大森森小小学学校校、、  

牧牧のの原原小小学学校校でで小小学学生生指指導導  

  毎毎週週土土曜曜日日・・日日曜曜日日  

〔〔そそのの他他事事業業〕〕不不定定期期  

団団体体情情報報  

青青少少年年育育成成事事業業  

ままちちづづくくりり事事業業（（田田植植ええ体体験験会会））  

子子育育てて支支援援  ＮＮＰＰＯＯ法法人人  

ままちちづづくくりり  

7744

子子
育育
てて
支支
援援

メメイインンのの活活動動

団団体体のの自自慢慢  

団団体体のの特特長長やや立立ちち上上げげたた目目的的ななどど  

今今後後目目指指ししてていいるるととこころろ  

子
育
て
支
援  連絡先などの詳細については支援センターへ

お問い合わせください。
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かかららふふるる  

不不登登校校・・ひひききここももりりのの家家族族会会でですす。。おお互互いいのの悩悩みみをを出出しし合合いいまますす。。  

メメイインンのの活活動動

家家族族会会ののななかかでで同同じじ悩悩みみをを共共有有すするるこことと
でで、、ごご家家族族にに心心のの変変化化がが出出ててききまますす。。不不登登
校校、、ひひききここももりりのの〝〝ああるるああるる““話話ををすするる
ここととでで、、「「ううちちだだけけじじゃゃなないいんんだだ」」のの思思
いいがが出出ててききてて、、気気持持ちちがが楽楽ににななりりまますす。。  

不不登登校校・・ひひききここももりりのの当当事事者者ややそそれれをを支支ええ
るる家家族族ととななっったたとときき、、ひひととりりでで悩悩んんででいいるる
とと、、ななかかななかか解解決決策策がが見見つつかかららなないい状状態態にに
ななっっててししままいいまますす。。不不登登校校、、ひひききここももりりをを
経経験験ししたたごご家家族族とと話話ををすするるここととでで、、新新たたなな
気気付付ききがが生生ままれれ、、そそののごご家家族族ななりりのの回回復復へへ
のの道道をを見見つつけけてていいけけるるよよううににななりりまますす。。  

教教育育機機関関やや公公的的機機関関ととつつななががりり、、教教育育機機
関関・・公公的的機機関関ののででききるるこことと、、市市民民団団体体・・
民民間間機機関関ががででききるるこことと、、そそれれぞぞれれのの機機関関
やや団団体体のの利利点点をを活活用用ししてて、、今今困困っってていいるる
方方々々にに支支援援がが届届くくよよううににししてていいききたたいいとと
考考ええてていいまますす。。  

HH PP  

活活動動場場所所  

活活 動動 日日  

：：  hhttttppss::////kkaatteeiinnaaii--kkeeiicchhoo..ccoomm//    

：：  印印西西市市市市民民活活動動支支援援セセンンタターー  

：：  奇奇数数月月第第３３木木曜曜日日  

団団体体情情報報  

子子育育てて支支援援  

7755

子子
育育
てて
支支
援援

団団体体のの自自慢慢  

団団体体のの特特長長やや立立ちち上上げげたた目目的的ななどど  
今今後後目目指指ししてていいるるととこころろ  

子
育
て
支
援

 連絡先などの詳細については支援センターへ

お問い合わせください。
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勇勇気気
ゆ う き

づづけけササーーククルル  ででここぼぼここピピーースス  

「「心心がが元元気気ににななるる勇勇気気づづけけ勉勉強強会会」」でではは、、アアドドララーー心心理理学学ををベベーーススににししたた勇勇
気気づづけけののワワーークク「「EELLMM」」をを学学んんででいいまますす。。奇奇数数月月にに子子どどもも同同伴伴でで参参加加可可能能なな
「「勇勇気気づづけけ子子育育てて勉勉強強会会  ぱぱんんだだピピーースス」」をを開開催催ししてていいまますす。。  

メメイインンのの活活動動

アアドドララーー心心理理学学をを実実践践すするる方方法法をを仲仲間間とと
一一緒緒にに学学べべまますす。。あありりののままままでで話話せせるる安安
心心のの場場所所でですす。。どどううぞぞおお気気軽軽ににごご参参加加下下
ささいい。。

親親子子・・夫夫婦婦・・職職場場等等のの身身近近なな人人とと、、よよりりよよ
いい関関係係をを築築くくたためめにに、、自自分分自自身身をを知知るる場場をを
提提供供ししたたいいとと思思いい立立ちち上上げげたた団団体体でですす。。アア
ドドララーー心心理理学学ををベベーーススににししたた勉勉強強会会ででははワワ
ーーククをを体体験験ししシシェェアアすするるここととでで自自分分をを見見つつ
めめるる時時間間をを持持つつここととががででききまますす。。  

アアドドララーー心心理理学学をを生生かかししてて、、日日々々にに幸幸せせをを
感感じじらられれるるヒヒンントトにに出出会会ええるる場場とと、、勇勇気気づづ
けけのの輪輪がが広広ががれればば良良いいななとと思思いいまますす。。
今今後後はは、、おお仕仕事事ををさされれてていいるる方方ににもも参参加加しし
ややすすいいよよううにに休休日日開開催催もも検検討討ししてていいまますす。。

団団体体情情報報  

子子育育てて支支援援  

健健康康・・福福祉祉  

HH PP  

活活動動場場所所  

活活 動動 日日  

：：  hhttttppss::////ddeekkooppaann..jjiimmddooffrreeee..ccoomm//  

：：  印印西西市市市市民民活活動動支支援援セセンンタターー  

：：  毎毎月月第第 33 火火曜曜日日  1100::0000～～1122::0000  
勇勇気気づづけけササーーククルル  ででここぼぼここピピーースス  

公公式式HHPP  

子子
育育
てて
支支
援援  

7766

団団体体のの自自慢慢  

団団体体のの特特長長やや立立ちち上上げげたた目目的的ななどど  

今今後後目目指指ししてていいるるととこころろ  

子
育
て
支
援

 連絡先などの詳細については支援センターへ

お問い合わせください。
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印印西西
いんざい

おおももちちゃゃのの病病 院院
びょういん

動動かかななくくななっったたおおももちちゃゃ、、鳴鳴ららななくくななっったたおおももちちゃゃ等等をを原原則則無無償償でで修修理理ししてて
いいまますす。。子子どどもも達達のの「「笑笑顔顔」」とと「「おおじじささんんあありりががととうう！！」」をを励励みみにに活活動動ししてて
いいまますす。。  

昨昨年年ももたたくくささんんのの方方かからら頑頑張張りりのの材材料料
((885588 件件のの修修理理依依頼頼))ををいいたただだきき、、9966％％
((882255 件件))をを修修復復しし、、あありりががととううのの言言葉葉をを
いいたただだききままししたた。。  

子子どどもも達達にに  
「「物物をを大大切切ににすするる心心をを育育んんででほほししいい」」  
★★再再使使用用((リリユユーーススRReeuussee))
★★再再生生利利用用((リリササイイククルルRReeccyyccllee))
★★廃廃棄棄物物のの発発生生抑抑制制((リリデデュューースス RReedduuccee))
33RR をを元元ににししたた考考ええをを知知っっててほほししいいとと思思っってて
活活動動ししてていいまますす。。

私私たたちちはは「「おおじじささんんあありりががととうう！！」」そそんんなな
子子どどももたたちちのの笑笑顔顔がが嬉嬉ししくくてておおももちちゃゃのの病病
院院をを開開催催ししてていいまますす。。活活動動にに興興味味をを持持っったた
方方はは、、一一緒緒ににおおももちちゃゃのの病病院院ドドククタターーををしし
まませせんんかか！！楽楽ししくくボボラランンテティィアア活活動動をを行行
いい、、人人生生 110000 年年をを楽楽ししみみままししょょうう。。  

HH PP  

活活動動場場所所  

：：  hhttttpp::////wwwwww77bb..bbiigglloobbee..nnee..jjpp//ggoonnggoo11222233//  

：：  中中央央駅駅前前地地域域交交流流館館  

総総合合福福祉祉セセンンタターー  等等  
＊＊場場所所、、時時間間はは変変更更ににななるる場場合合ががあありりまますす。。  

詳詳ししくくははHHPP ををごご確確認認くくだだささいい。。  

団団体体情情報報  

子子どどももドドククタターーもも  
活活躍躍中中！！！！  

子子育育てて支支援援  

生生ききががいいづづくくりり  自自然然・・環環境境  

子子
育育
てて
支支
援援

7777

団団体体のの自自慢慢  

団団体体のの特特長長やや立立ちち上上げげたた目目的的ななどど  

今今後後目目指指ししてていいるるととこころろ  

メメイインンのの活活動動

子
育
て
支
援

 連絡先などの詳細については支援センターへ

お問い合わせください。
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発発達達支支援援をを要要すするる子子どどももたたちちににププロロのの声声優優達達がが生生のの演演技技ををおお届届けけししまますす。。  

メメンンババーーがが全全員員ププロロのの声声優優ででああるるこことと。。
ささららにに、、ススペペシシャャルルゲゲスストトににワワンンピピーースス
ののウウソソッッププ役役でで有有名名なな山山口口勝勝平平ささんんななどど
有有名名人人をを招招いいてて朗朗読読会会をを開開催催ししてていいまま
すす。。主主催催にによよるる療療育育絵絵本本もも発発表表ししてておおりり
まますす。。

発発達達支支援援をを要要すするる子子どどももたたちちにに、、ププロロのの
声声優優にによよるる朗朗読読をを楽楽ししんんででももららええるる場場をを
提提供供ししよよううとと立立ちち上上げげままししたた。。  

今今後後もも年年二二回回程程度度、、新新型型ココロロナナウウイイルルスス
感感染染症症がが収収束束ししたたらら開開催催ししたたいいとと考考ええてて
いいまますす。。  

HH PP  

活活動動場場所所  

活活 動動 日日  

：：  hhttttpp::////rroouuddookkuu--yyoommiikkiikkaasseekkaaii..jjiimmddoo..ccoomm  

：：  東東京京都都内内とと千千葉葉県県内内  

：：  土土日日祝祝  年年二二回回程程度度  

団団体体情情報報  

フフククロロウウののろろううどどくくかかいい
子子育育てて支支援援  

健健康康・・福福祉祉  

7788

子子
育育
てて
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ママーーブブルルフフェェアア
((ママーーブブルル工工房房))にに出出演演♪♪

メメイインンのの活活動動

団団体体のの自自慢慢  

団団体体のの特特長長やや立立ちち上上げげたた目目的的ななどど  

今今後後目目指指ししてていいるるととこころろ  子
育
て
支
援

 連絡先などの詳細については支援センターへ

お問い合わせください。
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子子育育
こ そ だ

ててササーーククルル『『おおおおぞぞらら』』  

おお母母ささんん達達ののつつななががりりをを大大切切ににしし、、各各々々のの得得意意分分野野をを活活かかししたた活活動動ををししてていい
まますす。。季季節節やや癒癒ししななどどをを感感じじらられれるる工工作作ををししたたりり、、茶茶話話会会ををししたたりりししなながが
らら、、子子育育ててののこことと、、おお悩悩みみななどどににつついいてて相相談談ででききるる交交流流のの場場所所づづくくりりををししてて
いいまますす。。  

ととににかかくく和和気気ああいいああいいととししたた雰雰囲囲気気。。  
どどななたたででもも気気軽軽にに来来てていいたただだけけまますす。。  
新新たたななつつななががりりももででききるる場場でですす。。  

子子育育てて中中ののおお母母ささんんがが集集ままっってて、、楽楽ししいい
時時間間ををすすごごしし、、元元気気ににななっってて帰帰るる場場ががほほ
ししいいとと思思いい、、団団体体をを立立ちち上上げげままししたた。。集集
ままるるここととででつつななががりり、、広広ががりり、、相相談談でできき
るる場場でですす。。  

出出来来るるこことと！！ややりりたたいいこことと！！元元気気ににななれれるる
場場所所！！をを作作りりたたいいとと思思っってていいまますす。。  
①①オオンンラライインン活活動動へへのの挑挑戦戦
②②屋屋外外活活動動のの充充実実
をを目目指指ししたたいいとと思思いいまますす。。

活活動動場場所所  

活活 動動 日日  

：：  印印西西市市市市民民活活動動支支援援セセンンタターー  

：：  不不定定期期（（22～～33 回回））  

団団体体情情報報  

子子育育てて支支援援  

7799

子子
育育
てて
支支
援援

押押花花ののししおおりり作作りり  

メメイインンのの活活動動

団団体体のの自自慢慢  

団団体体のの特特長長やや立立ちち上上げげたた目目的的ななどど  

今今後後目目指指ししてていいるるととこころろ  

子
育
て
支
援

 連絡先などの詳細については支援センターへ

お問い合わせください。
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印印西西
いんざい

ススククララッッチチククララブブ

ママササチチュューーセセッッツツ工工科科大大学学がが考考案案ししたたビビジジュュアアルルププロロググララミミンンググソソフフトト「「スス
ククララッッチチ」」をを用用いいてて子子どどももたたちちににププロロググララミミンンググをを教教ええてていいまますす。。内内容容ははゲゲ
ーームムだだけけででははななくく、、物物語語・・計計算算・・図図形形・・音音楽楽・・ロロボボッットトカカーー等等多多岐岐ににわわたたりり
まますす。。

想想像像力力、、論論理理的的思思考考力力、、問問題題解解決決力力のの 33 つつ
のの能能力力がが身身ににつつくくとといいわわててれれるるププロロググララミミ
ンンググとといいうう新新ししいい分分野野をを子子どどももたたちちにに教教ええ
らられれるるここととでですす。。

「「ススククララッッチチ」」でで子子どどももたたちちもも簡簡単単ににププロロ
ググララムムがが作作れれるるよよううににななりりまますす。。多多くくのの子子
どどももたたちちにに 33 つつのの能能力力＋＋そそのの楽楽ししささやや達達成成
感感をを知知っっててももららいいたたいいとと思思いい、、立立ちち上上げげたた
団団体体でですす。。  

よよりり多多くくのの子子どどももたたちちがが、、ププロロググララミミ
ンンググ的的思思考考能能力力をを身身ににつつけけ、、日日常常生生活活でで
起起ここるるささままざざままなな問問題題をを論論理理的的思思考考でで、、
解解決決ででききるる人人間間をを育育てててていいききたたいいとと考考ええ
てていいまますす。。

活活動動場場所所  

活活 動動 日日  

：：  印印西西市市市市民民活活動動支支援援セセンンタターー  

：：  毎毎週週水水・・土土曜曜日日  1177::3300～～1188::3300  

団団体体情情報報  

子子育育てて支支援援  

子子
育育
てて
支支
援援

8800

メメイインンのの活活動動

団団体体のの自自慢慢  

団団体体のの特特長長やや立立ちち上上げげたた目目的的ななどど  

今今後後目目指指ししてていいるるととこころろ  

活活動動のの様様子子  

子
育
て
支
援

 連絡先などの詳細については支援センターへ

お問い合わせください。
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多多文文化化
た ぶ ん か

キキッッズズ宿宿 題題
しゅくだい

ククララブブ

リリククエエスストトにに応応じじてて随随時時活活動動予予定定でですす。。「「日日本本語語ででのの授授業業がが分分かかりりづづららくく、、
少少ししササポポーートトががああれればばいいいいののにに」」とと思思っってていいるる外外国国ににルルーーツツをを持持つつ小小・・中中学学
校校のの子子どどももたたちちにに、、基基本本的的にに母母国国語語でで学学科科のの学学習習支支援援をを考考ええてていいまますす。。

忘忘れれなないいよよううににししたたいい団団体体のの心心はは：：  
①①かかかかわわるる人人みみんんなながが相相互互のの多多様様性性をを理理
解解しし重重んんじじるるこことと。。

②②公公明明性性がが保保たたれれるるよようう努努力力ででききるるここ
とと。。

外外国国籍籍のの市市民民がが 22,,000000 人人のの大大台台にに乗乗っったた
ここととをを祝祝しし、、「「よよううここそそ印印西西へへ！！」」のの歓歓
迎迎のの意意をを表表しし、、外外国国ルルーーツツのの子子どどももたたちち
がが少少ししででももススムムーーズズにに日日本本のの生生活活にに慣慣れれ
らられれるるよようう、、学学校校のの学学科科学学習習にに焦焦点点ををああ
ててたた支支援援もも必必要要ででははなないいかかとと考考ええ、、立立ちち
上上げげままししたた。。  

①①外外国国ににルルーーツツをを持持つつ子子どどももたたちちががよよりり広広
いい進進路路選選択択のの機機会会にに恵恵ままれれるるこことと。。

②②当当ククララブブもも言言語語修修練練をを含含めめたた国国際際性性やや多多
様様性性をを学学んんででいいくく。。

③③若若年年層層ののササポポーータターーのの参参加加もも積積極極的的にに募募
るるこことと。。

HH PP  

活活動動場場所所  

：：  hhttttppss::////wwwwww..cc--oommoowwaannaa..oorrgg  

：：  随随時時設設定定予予定定  

団団体体情情報報  

子子育育てて支支援援  

MMuullttiiccuullttuurraall  KKiiddss’’HHoommeewwoorrkk  CClluubb  

子子
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8811

メメイインンのの活活動動

団団体体のの自自慢慢  

団団体体のの特特長長やや立立ちち上上げげたた目目的的ななどど  今今後後目目指指ししてていいるるととこころろ  

子
育
て
支
援

 連絡先などの詳細については支援センターへ

お問い合わせください。
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みみんんななののおおううちちメメリリリリーー  

わわららべべううたたやや絵絵本本、、ぬぬくくももりりののああるる木木ののおおももちちゃゃにに年年齢齢問問わわずず触触れれ合合ええるる場場
をを開開きき、、多多世世代代がが交交流流ししてて住住みみよよいいままちちににななるるここととをを目目指指ししてていいまますす。。  

認認定定さされれたた木木ののおおももちちゃゃ((ググッッドドトトイイ))
やや、、わわららべべううたた、、絵絵本本にに触触れれてて、、ほほっっとと
でできき、、笑笑顔顔ににななれれるる場場所所でですす。。  

三三世世代代がが交交流流ででききるる場場がが地地域域にに増増ええれれ
ばば、、おお互互いいのの世世代代のの悩悩みみをを分分かかちち合合っったた
りり、、良良いい影影響響をを支支ええああううここととががででききるるとと
考考ええ、、立立ちち上上げげままししたた。。  

みみんんななでで公公園園ななどどにに行行っってて楽楽ししんんだだりり、、世世
代代間間交交流流ののたためめのの色色々々なな企企画画ををししてて、、「「みみ
んんななでで元元気気ににななるる！！！！」」がが目目標標でですす。。年年齢齢
をを超超ええたた友友だだちち作作りり、、相相互互作作用用のの場場をを目目指指
ししてていいまますす。。  

  

  

活活動動場場所所  

活活 動動 日日  
：：  印印西西市市市市民民活活動動支支援援セセンンタターー  

：：  不不定定期期  

団団体体情情報報  

活活動動のの様様子子  

子子育育てて支支援援  

8822
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メメイインンのの活活動動

団団体体のの自自慢慢  

団団体体のの特特長長やや立立ちち上上げげたた目目的的ななどど  

今今後後目目指指ししてていいるるととこころろ  

子
育
て
支
援

 連絡先などの詳細については支援センターへ

お問い合わせください。
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ハハーートトフフルルココミミュュニニケケーーシショョンン

ハハーートトフフルルセセッッシショョンン・・ZZoooommででののハハーートトフフルルおおししゃゃべべりり会会
『『子子どどもものの心心ののココーーチチンンググ』』ををももととにに、、子子育育ててににつついいてて語語れれるる場場「「ハハーートトフフ
ルルセセッッシショョンン」」をを開開催催。。ココロロナナ禍禍のの活活動動でではは、、「「発発散散・・楽楽ししみみ」」のの場場ととししてて、、
オオンンラライインンでで話話せせるる場場「「ハハーートトフフルルおおししゃゃべべりり会会」」をを無無料料でで開開催催。。

何何をを言言っっててもも大大丈丈夫夫、、安安心心安安全全なな場場でで、、
子子育育ててににつついいてて語語れれるる場場でですす。。  
話話ををすするるだだけけでですすっっききりりすするる。。話話ををすするる
中中かからら色色々々なな気気づづききをを得得てて、、元元気気ににななれれ
るる場場でですす。。  

子子育育ててはは一一人人ででははででききなないい。。周周りりのの人人のの
つつななががりりのの中中でで、、親親もも子子もも育育っってていいくく。。  
地地域域のの中中でで子子育育ててににつついいてて語語れれるる場場をを作作
りりたたいいとと思思っったたののががききっっかかけけでですす。。  

ココロロナナ禍禍にによよっってて、、子子育育ててににおおいいててつつなな
ががるるここととのの大大事事ささをを痛痛感感ししままししたた。。安安心心
安安全全ににつつななががれれるるツツーールルととししてて ZZoooomm をを
使使用用ししたたおおししゃゃべべりりのの場場、、子子育育ててににつついい
てて学学べべるる場場をを継継続続的的にに作作っってていいききまますす。。
今今後後はは他他のの地地域域でで 1100 年年以以上上もも続続けけててききたた
よよううにに、、印印西西ででももイイベベンントトにに参参加加ししてて、、
直直接接子子育育てて中中のの親親ととのの対対話話のの場場をを作作りりたた
いいでですす。。

HH PP  

活活動動場場所所  

：：  hhttttppss::////wwwwww..hheeaarrttffuull--ccoomm..oorrgg//  

：：  オオンンラライインン・・印印西西市市・・千千葉葉市市・・市市川川市市  

団団体体情情報報  

子子育育てて支支援援  特特定定非非営営利利活活動動法法人人  

8833
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メメイインンのの活活動動

団団体体のの自自慢慢  

団団体体のの特特長長やや立立ちち上上げげたた目目的的ななどど  
今今後後目目指指ししてていいるるととこころろ  

子
育
て
支
援

 連絡先などの詳細については支援センターへ

お問い合わせください。
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ココススモモススNN PP
エヌピー

ササーーククルル

カカナナダダのの親親育育てて支支援援ププロロググララムム「「ノノーーババデディィーーズズ・・パパーーフフェェククトト」」のの考考ええ方方
でで、、乳乳幼幼児児のの親親対対象象ののワワーーククシショョッッププ「「子子育育ててをを通通ししてて自自分分ららししくく」」をを行行
うう。。((66 回回１１ココーーススでで 11年年にに 11度度実実施施すするる))

印印西西でで116600名名以以上上のの親親がが今今ままででにに参参加加しし
たたププロロググララムムでで、、そそのの良良ささをを実実感感ししたた元元
参参加加者者がが中中心心ととななっってて活活動動ししてていいまますす。。
保保育育もも充充実実！！  

乳乳幼幼児児のの親親はは不不安安やや心心配配事事ななどどをを他他人人にに
話話せせずず、、抱抱ええ込込んんででいいるるここととがが多多いいののがが
実実情情でですす。。ここののワワーーククシショョッッププにに参参加加すす
るるここととにによよりり、、子子どどももかからら離離れれてて親親同同士士
でで話話しし合合いいななががらら、、子子育育ててののこことと、、自自分分
ののここととをを振振りり返返りり、、情情報報やや仲仲間間をを得得てて、、
自自分分ららししくく楽楽ししくく子子育育ててががででききるるよよううにに
ななるるききっっかかけけととななっっててほほししいい、、ここのの思思いい
かからら団団体体をを立立ちち上上げげままししたた。。  

私私たたちちはは22002200年年にに発発足足しし、、１１講講座座ををややりり終終
ええたたととこころろでですす。。ここれれかからら会会のの活活動動をを広広くく
知知っっててももららええるるよよううにに広広報報しし、、助助成成金金申申
請請、、フファァシシリリテテーータターーのの研研修修ななどどのの基基盤盤強強
化化をを行行いい、、安安定定ししたた活活動動をを目目指指ししまますす。。まま
たた、、子子育育ててをを応応援援すするる住住民民ササポポーータターーのの輪輪
もも大大切切ににししてていいききたたいいとと考考ええてていいまますす。。  

活活動動場場所所  

活活 動動 日日  

：：  印印西西市市市市民民活活動動支支援援セセンンタターー  

：：  不不定定期期  

団団体体情情報報  

子子育育てて支支援援  

ワワーーククシショョッッププ
「「子子育育ててをを通通ししてて自自分分ららししくく」」

子子
育育
てて
支支
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8844

メメイインンのの活活動動

団団体体のの自自慢慢  

団団体体のの特特長長やや立立ちち上上げげたた目目的的ななどど  

今今後後目目指指ししてていいるるととこころろ  

子
育
て
支
援

 連絡先などの詳細については支援センターへ

お問い合わせください。
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SShhaakkee
シ ェ イ ク

  HHaannddss
ハ ン ズ

  

子子どどももとと保保護護者者のの生生活活ににおおけけるる悩悩みみをを改改善善解解決決しし、、社社会会的的理理解解のの向向上上をを目目的的とと
ししまますす。。第第一一弾弾ととししてて子子どどももたたちちがが集集うう場場にに、、生生理理用用品品がが設設置置さされれるる環環境境をを作作
っってていいききまますす。。  

メメンンババーー全全員員がが優優ししくく思思いいややりりががあありり、、
困困っってていいるる人人をを見見るるととすすかかささずず手手をを差差しし
伸伸べべるるここととががででききるるメメンンババーーがが集集ままっってて
いいまますす。。「「ででききるるここととををみみんんななででややるる」」
をを合合言言葉葉にに楽楽ししくく活活動動ででききまますす！！

代代表表がが個個人人活活動動ととししてて「「生生理理のの貧貧困困」」問問
題題にに取取りり組組むむななかかでで、、ここのの問問題題はは虐虐待待・・
心心理理的的不不安安ななどど様様々々なな課課題題がが複複雑雑にに絡絡みみ
合合っってて起起ここっってていいるるここととがが見見ええててききまましし
たた。。子子どどももたたちちにに明明るるいい未未来来をを作作っってていい
ききたたいいとと感感じじてていいたたメメンンババーーがが集集ままりり、、
全全国国的的にに注注目目ををさされれてていいるるここのの印印西西市市かか
らら活活動動をを盛盛りり上上げげてていいくくたためめにに団団体体をを立立
ちち上上げげままししたた。。  

誰誰ににもも相相談談ががででききなないいここのの生生理理とといいううタタ
ブブーー視視をを取取りり除除くくこことと、、子子供供達達・・女女性性にに
正正ししいい知知識識をを得得ててももららいい自自身身のの健健康康管管理理
やや自自分分をを大大事事ににししよよううとと気気持持ちちををももっってて
ももららええるるよよううにに、、活活動動ををししてていいききまますす。。  

HH PP  

活活動動場場所所  

活活 動動 日日  

：：：  hhttttppss::////ttwwiitttteerr..ccoomm//  SSHH__iinnzzaaii  

：：  印印西西市市内内・・オオンンラライインン    

：：  不不定定期期  

団団体体情情報報  

子子育育てて支支援援  

子子
育育
てて
支支
援援

8855

メメイインンのの活活動動

団団体体のの自自慢慢  

団団体体のの特特長長やや立立ちち上上げげたた目目的的ななどど  

今今後後目目指指ししてていいるるととこころろ  

子
育
て
支
援

 連絡先などの詳細については支援センターへ

お問い合わせください。
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子子どどもも達達がが楽楽ししくく学学びび考考ええるるここととががででききるる場場やや企企画画をを行行っってていいまますす。。  

子子どどもも達達がが楽楽ししめめるるイイベベンントトやや、、子子育育てて
のの勉勉強強講講座座のの企企画画運運営営ををししてていいまますす。。  

ココロロナナ禍禍ののななかかででもも、、子子どどもも達達のの学学びびやや
好好奇奇心心をを止止めめたたくくなないいとと思思いい、、オオンンラライイ
ンンででのの企企画画もも含含めめ、、楽楽ししくく学学べべるる機機会会をを
作作りりたたいいとと思思いい 22002200 年年にに立立ちち上上げげまましし
たた。。

ココロロナナ禍禍ののななかかででもも、、オオンンラライインンでで楽楽しし
めめるる学学びびのの場場やや、、実実際際のの体体験験をを通通ししてて、、
好好奇奇心心やや探探究究すするる力力をを子子どどもも達達がが深深めめらら
れれるるよよううにに、、企企画画をを考考ええてていいまますす。。
保保護護者者向向けけのの講講演演等等もも考考ええてていいまますす。。

連連 絡絡 先先  

活活動動場場所所  

活活 動動 日日  

：：：  オオンンラライインン・・印印西西市市内内  

：：  不不定定期期  

団団体体情情報報  

「「カカママキキリリ博博士士のの昆昆虫虫教教室室」」
オオンンラライインン講講座座

子子育育てて支支援援  

8866

子子
育育
てて
支支
援援

メメイインンのの活活動動

団団体体のの自自慢慢  

団団体体のの特特長長やや立立ちち上上げげたた目目的的ななどど  

今今後後目目指指ししてていいるるととこころろ  

子
育
て
支
援

 連絡先などの詳細については支援センターへ

お問い合わせください。




