子どもにやさしいまちづくり
〜ゆっくり子育ち・ゆったり子育て〜
かつしかの子育て支援を充実させ、より安心して子どもを産み

育てられ、子どもが豊かに育つ環境づくりを目指すため、子ども・
子育てに関わるすべての区民に向けて『子ども・子育てフェス
タかつしか』を今年も開催します。

◆ かつしか子育てネットワーク とは…
葛飾区における、子どもや子育てに関心のあ
るさまざまな活動主体のゆるやかなネットワー

クです。区内のさまざまなひと・団体と協働

しながら、葛飾の子育て・子育ち環境を向上
させていきたいと考えています。

健康プラザかつしか
●CO OP
葛飾白鳥店

葛飾区青戸 4-15-14
●交番

〒

子育てに役立つ情報や、赤ちゃんから大人まで

第５回

楽しめるプログラムがいっぱい！

子ども・子育てフェスタ
かつしか 2019

水 戸街 道

（亀有新道入口）

コンビニ●
●テクノプラザかつしか
（テクノプラザかつしか）

◆参加団体◆

●青戸中

中青戸小●

かつしか子育てネットワーク運営委員会

●消防署

青戸平和公園

NPO法人かつしか子ども劇場、ホームスタート • 希望の家
NPO法人さんばはうす葛飾、葛飾ヒッポファミリークラブ
NPO法人ファザーリングジャパン& かつパパ、たすか〜る

（青砥駅入口）

NPO法人へその緒の会、東京シューレ葛飾中学校、KIKU
NPO法人ワーカーズコープ、OH！ファミリー、サラダ館白鳥店
NPO法人未来空間ぽむぽむ、＋choice、かつしか子育てマップ
一般社団法人ココロエデュケーションラボ、Mama たちのMarche

母乳育児支援グループおっぱいっ子クラブ、HappinessTime
かつしか子ども• 若者応援ネットワーク、あそぼ★かつしか
かつしか子ども食堂 • 居場所づくりネットワーク、BOOK CAFE
生活クラブまちかつしか、翼学院 • つばさクラブ＆高卒サポート
おもちゃの広場 inかつしか、マロンちゃん、未来えんじん

葛飾区生物多様性推進協議会 • かつしか生きものトランプ部会
葛飾区育成課、葛飾区子育て支援課、葛飾区地域保健課

葛飾区私立保育園連盟、葛飾区私立幼稚園連合会、東京シューレ葛飾中学校

かつしかパパ育児コミュニティ
「かつパパ」
、NPO法人 未来空間ぽむぽむ
＋choice、未来えんじん、ライフすまいる、東京和晒株式会社 瀧澤一郎
一般社団法人 言語交流研究所 ヒッポファミリークラブ、弁護士 岡田友佑

柴又帝釈天門前 川千家、ひまわり動物病院、夢赤ちゃん、旬の定食 八十八
ひまわり文庫、フラワーショップパイン、(株) ツバサ、bakery MOGU

子ども・子育てフェスタかつしか実行委員会

後 援 ：葛飾区、葛飾区教育委員会

問い合わせ： かつしか子育てネットワーク

TEL/FAX

(公社)全日本不動産協会 東京都本部 城東第一支部、中青戸町会

弁護士 前田貴彦、まつの接骨院、生活クラブまちかつしか（順不同）

主 催：かつしか子育てネットワーク
共 催 ：社会福祉法人 共生会

※当日、車椅子用以外の駐車スペースはありません。
駐車場は、近隣の有料駐車場をご利用ください。

青鳩幼稚園、葛飾こどもの園幼稚園、葛飾区立保田しおさい学校後援会

葛飾区協働推進担当課、葛飾区生涯学習課、葛飾区保育課

（公社）全日本不動産協会東京都本部

京成電鉄「青砥」駅より徒歩 15 分
京成バス「テクノプラザかつしか」下車徒歩 3 分
都営バス「亀有新道入口」下車徒歩 5 分

青戸福祉保育園 子育て支援センターけやき、明昭幼稚園・明昭第二幼稚園

葛飾区子ども家庭支援課 • 里親の会、葛飾区子ども応援課

認定 NPO法人 芸術と遊び創造協会、東京おもちゃ美術館

青砥駅

至高砂

社会福祉法人共生会、立石喜多向観音会、セイズ株式会社

葛飾区立保田しおさい学校後援会、葛飾区おやじの会

協力：葛飾区私立保育園連盟、葛飾区私立幼稚園連合会

至 押上

●コンビニ

＊子ども・子育てフェスタかつしか 2019 を応援します＊

かつしか３Rサポーターの会 (葛飾区リサイクル清掃課)、七武会

葛飾区社会福祉協議会、葛飾区青戸保健センター（順不同）

至上野

薬店●

k̲childnet@yahoo.co.jp

03-5670 -9101 （NPO法人かつしか子ども劇場内）

https://festa.k-kosodate.com

２０１９年

9 ／ 23（月・祝）
10 : 00 ~16 : 00

入場無料

会場：健康プラザかつしか

（ 子ども総合センター） 1・2・3
※当日、車椅子用以外の駐車スペースはありません。
駐車場は、近隣の有料駐車場をご利用ください。

ステージプログラム

階

おもちゃのひろば

10 :15 〜 11 : 15 なつパーチのわくわくシアター
ミュージカル女優の
“な っ ち ゃ ん” こ と 王 子

菜摘子と、おもしろ音楽

０.１.２才のよちよちひろば
おやこふれあい音楽あそび
ママとベビーのヨガ
親子プログラミング体験

家 “タカパーチ” のコラ

ベビー & マタニティ服の交換会

り、パフォーマンスあり、

野菜・飲食販売・キッチンカー

ボ作品！歌あり、踊りあ

絵本交換会・バザー

楽器演奏あり‼

ハンドメイド雑貨販売

11 :30 〜 12 : 10 ミュージカル体験
12 :20 〜 13 : 05 なつパーチとうきうき音楽で遊ぼう
13 :20 〜 14 : 00 ミュージカル体験
※事前申込不要 ! 詳細は中面をご覧ください !

子育て支援情報 & 相談コーナー
参加団体活動紹介
読み聞かせ・バルーンアート
工作コーナー

他

楽しい体験コーナーがいろいろ‼

♪ライブステージ ♬

【小ホール】

10 :15 〜 11 : 15
なつパーチのわくわくシアター

1階

おもちゃのひろば

0.1.2 才 の よちよちひろば

ママとベビーのヨガ
【大ホール】

【円形ホール】

【3F会議室】
対象：産後 1 ヶ月検診後〜

（NPO法人かつしか子ども劇場）

動きやすい格好で
お越しください‼

ミュージカル女優の “なっちゃん” こと王子菜摘子と、
おもしろ音楽家 “タカパーチ” のコラボ作品です！
歌あり、踊りあり、パフォーマンスあり、楽器演奏あり‼
音楽に魅せられた二人が、個性や表現技法の違いを越えて、
音楽って楽しいよ！ステキだよ！ワクワクするよ！と
二人足したら 80 年以上の音楽の求道者としての技、表現、
主張、パッションの総てをお届けします‼

各回
親子６組

①10:15 〜 10:45
②11:00 〜 11:30
③11:45 〜 12:15
④13:15 〜 13:45
赤ちゃんがゆったり遊べるコーナーです。

東京おもちゃ美術館から届く国内外のおもちゃや、カプラ、ボー

べます。絵本の読み聞かせもあります。

くさん！子どもから大人まで、みんな遊びに来てください！

グッド・トイに選定されたおもちゃで遊

整理券配布

ドゲームなどで遊べます！幅広い年齢層で遊べるおもちゃがた

（ OH!ファミリー、BOOK CAFE
おもちゃの広場 inかつしか ）

（NPO法人かつしか子ども劇場、東京シューレ葛飾中学校
おもちゃの広場 inかつしか、サラダ館白鳥店）

※当日10:00〜
会場にて
（ HappinessTime ）

３階

絵本交換会

【エレベーター前】

読まなくなった絵本を持ちより
交換会を開催します !
『懐かしの絵本』や『みなさんに愛
された本』に出会えるチャンスかも‼
＊持参いただいた冊数分の交換となります。
＊幼児向け雑誌、漫画雑誌は対象外。
＊多少の痛み等は問題ありませんが、
破損・汚れ等状態によってはお断りさせ
ていただく場合があります。
（ BOOK CAFE ）

２階

展 示 & 相 談 コーナー
子育て支援の情報、参加団体の活動紹介
幅広い年齢層の子どもに対応した個別相談コーナー
●保育相談コーナー （保育課）

トイレ

タカパーチ

トランペット、ピアノ、ギターその他を
演奏する音楽家。大道芸から舞台公演、
ライブハウス、イベント、町内のお祭り
など幅広く活動中。また作曲家として他
のジャンル（パントマイム、人形劇、演劇、
舞踏）の公演に作品を提供している。ス
テージでのコラボレーションも豊富でそ
の場に応じた即興演奏には定評がある。
1990年から始めた人間ジュークボックス
は子ども達に人気があり全国のイベント
に出演している。

ミュージカルの舞台を中心に活躍。主な
舞台
「レ・ミゼラブル」、
ノンバーバルミュー
ジカル「マチノヒ」、人形音楽劇「泣い
た赤鬼」
（ 2016年 All About ミュージカル・
アワード助演女優賞受賞）、
「霧のむこう
のふしぎな町」、
「なっちゃんとコージーの
バオバブライブ」
ピアノやアコーディオン、ウクレレの弾き
語りなどのライヴや、コーラス、ストリー
トパフォーマンスでも活動の場を広げて
いる。イッツフォーリーズ出身。

おもちゃのひろば

授乳室

（円形ホール）

（2F 会議室）

工作

ナー

展示

（ウッドデッキ）

展示

コー

ナー

〜〜
〜
〜〜
〜〜
〜

会場にて

プログラミングでロボットを動かそう！
対象：小学 1 年生〜6 年生まで
講師：森谷 哲

各回
親子12 組
（一般社団法人ココロエデュケーションラボ）

飲食

スペ

ース

展示

２階

エレベーター

（建物裏手）

販売

雑貨販売
エレベーター

来場者駐輪場

北側入口

１階

対象：首がすわっている
6 ヶ月くらい〜3 歳

野菜・飲食販売・バザー
キッチンカー
正面入口外にて、新鮮野菜の販売と
バザーを行います。肉まんと調理パ
ンのキッチンカーも来場。北側入口
横では、パン、おにぎり、飲み物な
どを販売します。

み

洋服交換会

服としあわせのシェア
〜ベビー＆マタニティ服〜

着なくなったベビー服やマタニティ服など

を持ち寄って、交換会を開きます。1点の
りー(Ree)ちゃん

持ち込みで3点持ち帰ることができます。

( かつしか３Rサポーターの会 (葛飾区リサイクル清掃課) )

う！

体験コーナー

●おなかの赤ちゃん 大きくなあれ！
〜お豆のワーク〜（NPO法人へその緒の会）

（たすか〜る、ホームスタート・希望の家、＋choice
NPO法人未来空間ぽむぽむ、きせんの肉まん、ビオラ）

※申込は
当日10:00〜
会場にて
先着順

（ ホームスタート・希望の家 ）

ペース

学ぼ
んなで

各回
親子８組

①10:10 〜 10:55
②11:00 〜 11:45
③12:00 〜 12:45
④13:30 〜 14:15

飲食ス

（NPO法人ファザーリングジャパン& かつパパ、マロンちゃん）

〜〜
〜
〜〜
〜〜
〜

〜
整理券配布 ※当日10:00

屋外

ー

飲食

●保育士就職支援相談コーナー （子育て支援課）

バルーンアートプレゼント

（一般社団法人ココロエデュケーションラボ）

親子限定 !! プログラミング体験

プログラミング

ー 正面入口

オープンスペース！だれでも参加 OK

①10:30 〜 11:10
②12:30 〜 13:10
③14:10 〜 14:50
④15:10 〜 15:50

フ
イン

販売・
バザ

劇団員と一緒に歌ってお芝居しよう！
講師：未来教育劇団ここたね

部

（小ホール）

ーナ

体験 コーナー

？ 本 ーション
ォメ

イベントひろば

①11:30
②13:20 〜 14:00

談コ

洋服交換会

R

野菜

（葛飾区立保田しおさい学校後援会）

&相

●進路相談コーナー （翼学院・つばさクラブ＆高卒サポート）

おやこふれあい音楽あそび 【2F会議室】

流木ペンダント＆
貝細工 プレゼント

コー

飲食 スペース

３階

エレベーター

事前申込不要！出入り自由のオープンスペースで開催します！

〜 12:10

（東京シューレ葛飾中学校、葛飾区立保田しおさい学校後援会）

よちよちひろば
トイレ・赤ちゃんの駅

●子ども・若者相談コーナー

絵本交換会

0.1.2 才の

音楽あそび

（葛飾区私立保育園連盟、葛飾区私立幼稚園連合会）

（大ホール）

ママとベビー
のヨガ

（3F 会議室）

いろんな楽器で遊んじゃおう‼
12 :20 〜 13 : 05
なつパーチとうきうき音楽で 遊ぼう

♪ミュージカル体験 ♬

●保育園・幼稚園相談コーナー

〜〜
〜
〜〜
〜〜
〜

王子菜摘子 ( おうじなつこ )

●プチ実験 〜石けんコネコネ〜

（生活クラブまちかつしか）

●生きものトランプ
（葛飾区生物多様性推進協議会・
かつしか生きものトランプ部会）

あそびはがき工作コーナー
葛飾在住のママたち
によるハンドメイド
の布小物など雑貨を
販売します !
（MamaたちのMarche）

整理券配布
※当日会場にて

一枚のハガキでできる工作
あそびはがき。新デザイン
の「おうちごっこ と「たから
ばこ」
どちらか一つ作れます。
（ KIKU ）

※ブースによっては、材料がなくなり次第終了になります。 ※当日、内容・時間帯は変更になる場合もあります。

