
占…を  ヽ
i絣祠鬱ルギ

・`l

プ
・
・■′

ノ′
・

>.

■■■1務際

|あったかくて元気になる「木のおもちゃ」で遊ぼう :のお話

_1    聰 二:摯‐

嘔tシオン杉並
杉並区梅里 1-22-32

嘔入場無料
◆事前申し込みや参加費が必要な催しがあります。

◆詳細は「広報すぎなみ」2月 11日 号をご覧ください。

1【
講 演】 石丼 今日子 (東京おもちゃ美術館 )

14:00-15三 30
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第9回

幸輻攀い
セシオン杉並
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平成 26年 3月 9日 (日 )10Ю O-16Ю 0

○事前申込や、参加費が必要な催しがあります。詳細は広報すぎなみ2月 11日 号をごらんください。○内容や時間は都合により変更になる場合があります。
○会場の様子を撮影し、印刷物や映像として使用することがあります。○授乳スペースをご用意しています。

新宿中野杉並助産師分会
子育ちおうえん隊おべその緒

‐

NPO杉並フットボールクラブ

みんなのダンスフィァルド

ひかりうんそう

ペアレン|ツ タッチング&
ベビーヨガ体験

親子ボ■ル遊び

みんなでダンス

ひかりうんそうワールド

音遊び広場ん皆で創る
音楽劇「動物会議」

10:00‐ 16:00

ひかりうんそうワール ド 10:00-16:00

Laパ mar(ラ リマー)

株式会社 SOIL

NPOア イ教育研究所

きずなサロン

北東京生活クラブ生活協同組合

言語交流研究所ヒッポファミリークラブ

子育て支援グループどきどきハー ト

NPO子ども理科教育振興会

萌芽会

杉並育成園すだちの里すぎなみ

杉並区社会福祉協議会 (フ ァミサ→

社会医療法人河北医療財団河北総合病院

りトルニューヨーク

杉並区更生保護女性会 杉並区冒険遊びの会「のびつぱひろつぱ」

親子で街デビュープロジェクト  杉並区子ども家庭支援センター

株式会社キャリア・マム     杉並区ごみ減量対策課
こどもの成長を護る杉並ネットワーク杉並区児童青少年課

(特 )子ども文化NPO M・ A・ 丁杉並区母親クラブ連絡会

(社 )矢日ろう !小児医療守ろう!  NPOマ ドレボニータ

子ども達の会          りぷりんと。すぎなみ

すぎなみ栄養と食の会 わ・ネット/み らい子育てネット東京

地下鉄     バス
● 東京メ トロ丸ノ内線  ● 関東バス

回 東高円寺駅より徒歩 5分   (中野⇔ 五日市街道営業所 0吉祥寺)

回 新高円寺駅より徒歩7分  1杉並車庫前 より徒歩 5分

● 都営バス・京王バス (阿佐ヶ谷⇔ 渋谷)

ヱセシオン杉並前より徒歩2分

1高円寺陸橋より徒歩 2分

● 関東バス・京王バス (永福町⇔ 高円寺)

1新高円寺駅 より徒歩7分

11:00-12:00

12:30-13:30

14:00-15:00

10:00-16:00

スタンプラリー

もあるよ!∫

杉並区子育て支援課応援券担当 |
杉並区ひととき保育 ,つ どいの広場

すぎなみ子育てラボラトリー

NPO杉並フットボールクラブ

ソニー生命保険株式会社
新宿ライフプランナーセンタニ第7支社

東京色育会    |      |
ママリリス

プラネットキッズ

南相馬&杉並 トモダチプロジェクト

みんなのダンスフイ=ル ド

|■■||■||■|||■||■||||||■

子育ち応援隊おへその緒

東京スキンタッチ会

言語交流研究所
ヒッポフアミリークラブ

プラネットキッズ

ことばが未来をひらく |

育てようI国際感覚と生きる力

英語絵本読み聞かせ
唄遊びとベイビーサイン

11:00‐ 12:30

13:00-14:30

ウタノホシ (唄の地球)

ひかりうんそう

γ普竪癸ポ
~ツ振興財団

アロヒフラダンスサニクル
髪ジ5歪づ頁ツ振興財団

明愛幼稚園

DandnlFesta舞 祭組
マキシーズキッズチア
西荻まこと

南相馬&杉並
トモダチプロジェクト

AHA DANCES⊂H00L
Akagawa Mama Belly

メロンハーモニカクラブ

盆キッズ

|■||||||‐ | ■|||||||

株式会社キャリア 0マム

社会医療法人
河北医療財団河北総合病院

木育広場

||■ ■
東京スキンタッチ会

リ トルニューヨーク

新宿中野杉並助産師分会
子育ちおうえん隊おへその緒
社会医療法人
河北医療財団河北総合病院

チアリーディング

ママとキッズのフラダンス

HIPHOP

チアリーディングスクール″みんなを元気に″

ダンス演舞

チアダンスの演技発表

ミサンガづくり
ダンス・うたのステージ

親子 HIPHOPメ ドレー

ベリーダンス

ちびつこハーモ三カ演奏

盆踊りと太鼓とコラボで !!

||||||■ || |

仕事も子育ても頑張れる働き方

小児科講演会
「小児救急のかかり方」

あつたかくて元気になる
木のおもちゃで遊ぼう

10:00-10:10

10:15-10:50

10:55-11:10

11:15-11:20

11:25-11:40

11:45-12:00

13:00-13:20

13:25-14:10

14:15-14:45

14:50-15:10

15:15-15:30

10:30-11:30

11:45-12:45

木育広場 13:30-16Ю 0

言青瀬ミ    14:00-15:30

10:00-11:30

11:30-13:00

13:00-14:30

14:30-16:00

高円寺体育館| ‐
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駿茜舎

こどもの成長を護る
杉並ネットワーク

杉並区母親クラブ連絡会

人形劇「桃太郎」
「赤ずきんちゃん」他

対話式絵本の読み間かせ

人形劇 :杉並昔話
「たぬきの恩返し」

10:30-11:15

11:30-12:10

13:00-13:30

親子スキンタッチ教室

カルチャーサロン「リトルニューヨーク」

ベビマdeわ らべうた さらしで
おんぶ&抱つこひも体験、他

産婦人科助産師による
ベビーマッサージなど

至」R高円寺駅

杉並車庫前霊
青梅街道

杉並車庫前
屹 ‐局円

青
陸橋

鵞

新高円寺駅

雷 目
至 荻窪   新高円寺駅

扮 鋼
新高円寺駅

五 日市街道

りぷりんと。すぎなみ  シエアによる絵本の制 わせ  1340… 14:20

サンタクロースの会   お話の国で、みんなで楽しく  14:30-15:10
パパ読みたい      みんな遊ぼう!絵本の世界   1520-16:00

協賛

ソニー生命保険株式会社/パパ読みたい /り ぷりんと 0すぎなみ /た らちね助産院/子育て支援

グループどきどきハート/サ ンタクロースの会/樫の実幼稚園/(有 )り |1名 肉店/チ ャイル ドライン

すきなみ準備会/AHA DANCES⊂ HOOL/こ どもの成長を護る杉並ネットワーク/盆キッズ (盆楽)

/株式会社細田工務店/山崎製パン株式会社 杉並工場 /ひかりのくに (株 )/市村たばこ店 /

(株 )日本サービスセンター平安祭典 高円寺会館/杉並区更生保護女性会会長寺崎葉留美 /

杉並区保護司会会長里見秀和/株式会社桃源堂

1 鸞
セシオン杉並前

すぎなみ子ども0子育てメッセ実行委員会

ひかりうんそう/高円寺シップ向上プロジェクトⅥ‖。/わ 0ネ ット&み らい子育てネット東京/新宿

中野杉並助産師分会子育ちおうえん隊おへその緒 /り ぷりんと・すぎなみ/杉並区母親クラブ連絡

会/杉並区スポーツ振興財団ナミーズ/サンタクロースの会 /こ どもの成長を護る杉並ネットワー

ク/NPOみんなのダンスフィール ド/NPO子 ども理科教育振興会 /西荻まこと幼稚園/図書館

サービスフロンティア (ピ ンクリボン 0すかい)/NPO杉 並フットボールクラブ/(有 )ア ー トア

ンドブレーン/杉並区更生保護女性会/盆キッズ (盆楽)/すぎなみ栄養と食の会


