


翻1健圃
難:ぎ菫:醐 :

・東高円寺駅より徒歩5分

・新高円寺駅より徒歩7分

スタンプラリーもあるよ!!

0新高円寺駅より徒歩7分

団 体 名 出 展 タ イ トル

希望の家

ひめまま杉Wおやこじてんじゃプロジェクト

希望の家が作る !おいしいたこ焼きとなみすけ商品etc.

子ども乗せ自転車の試乗

アップコンセプト

1ヽ0法人子ど彗野義昨新澳会||■||■■
NPO法人杉並フットボールクラブ

1ヽ0れ■んなけ ンス″ →●ド|■|■|
北東京生活クラブ生活協同組合
キ,|″●わ

=|ン

グ|ステ■|´1■■|||■
言語交流研究所ヒッポファミリークラブ
КOI101SIIIIIII■||||||||||||||||||■
高円寺・ヒトツナ
七ロデ●イル

～
″着ヽ |■||||■■|■|■

杉並育成園 すだちの里すぎなみ
杉輯購観場|■■||||■■■■|■||■ |

杉並区子育て支援課管理係応援券担当

魏 響 弊 |じ

'‐

|■ |
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 ,■■ |■■||■ |■■

ソニー生命保険株式会社

チ |ヤ
|イリレドラインすぎなみ

特定非営利活動法人杉並冒険あそびの会

|ひめまま杉
=/お

やこじてんじゃプロジェク ト

南相馬 &杉並 トモダチプロジェク ト

|■IⅢarl(ラリマ■)||    ‐
リスニング・ママ プロジェクト
LITALk,0ジ三ニフ荻窪教室■■■■|■■|■

apconcept studio(ア ップコンセプト・スタジオ)

■緒に

'ぐ

0ませんが■||||■|■■||■|■||
活動紹介
|みんなで■に ||‐.(わ)―

―
|●|‐‐‐‐‐‐■■

安心0安全な食材をおいしく食べて健康に!

も̈ く0は |1議

"や

自ら邦九|●転:Ⅲ氣哺ヤ育|'|
世界のことばであそぼう!

家肇華プ崎 ラム||||■ ||■ |■|■■||||■ ||■
ヒトツナ・イベント・プチ体験
七日寺歯争1脳鍼該イ,た0口11難 |"==|スプ珀

"鮮

わ″レ開催|
バン、焼き菓子の販売

杉辟 翡 ||1活1動紹介■■ |■■■|■|■■ ■

妊娠中から子育て応援券 (ゆ りかご券)が使えます !

||||■ ||IⅢ 事■ |… |||||||‐‐|||
ひととき保育 。つどいの広場の紹介

親子でカウイイ写真付き缶バシジを作ろう |■■■|
教育費の相談会 人生設計相談会

活動紹介    ■|||■■|■■‐■|■||■‐■
出前プレーノ(一クin子育てメッセ
ママ向ιナ情報|「 子ども乗●自転車1■■|■||■■|‐ |

似顔絵とマツサージ
アロマクラフトワ||クシヨ

'メ

011111111111ち琴プロジ|=ケト|

話して、放せば軽くなる|ママによるママのための何でも話せる20分を体験

1子 1育てのビントや
=ジ

を失|う|で子育でをもうと楽に,

社会 医療法人 河北医療財団

河北総合病 院

①ママケア 子どもと一緒に体力づくり～身体とホルモンを整えよう～
②お薬じょうずにのめるかな

社会 医療法人 河北 医療財団

河北総合病院

新宿1中野杉並動産ET会 ‐「おべその結」
東京スキンタッチ会

当院産婦人科・小児科のご案内

さらしで骨盤ケア、い視ちな抱||||の試青ⅢⅢ万相誅1活動紹ヽ 1子育て相談
「親子スキンタッチ教室」「お灸教室」「親子健康相談」

杉並区更生保護女性会 作つてあそば !楽 しくあそぼ !

一般社団法人 知ろう小児医療守ろう子ども達の会

「親業」 (ゴー ドン・メソッ ド)@す ぎなみ

子育て支援グループ どきどきノヽ― ト

1子連れておけいこブ,^|ンプツ|ヽ||■■■ |■

こどもの成長を護る杉並ネッ トワーク

す裁 凝 1餞,会|||■ ||||||||||■||■|
杉並区子ども家庭支援センター

櫛 区唯 静 年議 ||||||||■ |■||||||■||
杉並区母親クラブ運絡会

杉
=区=Ⅲ

…

|■‐‐‐
・ ・

|■■■|■■
すごろくや
特
=癖

議瞬颯は人マ|ドレポ
=■

夕■|■■|■

na rrl:dangoroom

10か|り,ん|そう|■|■|||■ |■■‐■||■ |‐ ‐
むさしの児童文化協会(サンタクロースの会)

●ヽ ,んと,すぎな″■■■■■|‐|■|■|
わ・ネット/みらい子育てネット東京

知つておきたい !～子どもの病気とその対処～

子どもの「困うた」へめ対応
～
言葉掛|のコツ||お教えけ

=||～どきどきノヽ―卜のワクワク折り紙
1帽子をつくろう.■ |‐ ■||||■ ||■|■■|■|■ ||■

対話式絵本の読み聞かせ

野動 0ケ■|^1体 ,凱麒 1定●樹 証 |■■ ■

活動紹介

|ヽ女 もおい0■ 1楽しい児童館にう■ |||■■|
活動紹介、子どもの本のリサイクル市

|●●●●なおはなけ箸1図書館のごあんな|ヽ|■■
遊んでみよう!世界の最新ボードゲーム
すべであ苺,Ⅲ

…

|な
―

・
‐‐‐|■|‐|■■■||■

namidangoの ママ八ンドリフレ
0か 0う|んそ|う|ウ■,レト■||■||■■|||■|||||■|
おはなしの国で、みんなで楽しく

1活動紹介|■■‐|■||||■||||■|||||■ |■|■■
わ・ネット/みらい子育てネット東京 の活動紹介

言語交流研究所
ヒッポフアミリークラブ

世界のことばであそぼう ! 10:00… 16:00

わらべうた いちじくにんじん
親子であそぼうわらべうた♪
いちじくにんじん

①10:30-11:30
②13:00-14:00

81::鵠:1ま ::

ウタノホシ ウタノホシ 10:00-16:00

すぎなみ子ども・子育てメッセ

実行委員会
切画師 風祭竜二の世界 切画教室

①ll:00-12:30
②14:00-15:30

NPO法人みんなのダンスフイールド

盆踊りを踊りましょう!!

親子ボニル遊び ||| | ■|  |  ‐

みんなで一緒に○ (わ)になつて踊ろう!!
8:‖:糊
14:40-15:40

一般社団法人 フアミリズム

浜田山子どもオペラ合唱団

SttUDIO C5
(スタジオシーフアイブ)

Mari!Maril           .

AHA DANCE SCH00L

LIFE ttI M E    ‐ |‐

ウタノホシ■       ■

西荻まこと幼稚園

ZEROキ ッズ         ■

南相馬 &杉並 トモダチプロジェク ト

DandniFesta舞祭組     |

盆楽盆キッズ

ベビーカーダンス&親子ダンス

オ
^|こ

合||||■ |||||||||||
今年もやつて来ました !

C5キッズダンス★★★

“

||!Ⅲ IⅢ II■ |||||||■ ■||||||||||

AHA DANCE ショータイム

|タンススタ|ルーLIII Iす |IFタンスン|||
主催者挨拶

||ジ,■ |ヽ|||ジ |,||1義物1会議111111
メロンノヽ一モ三カコンサート

|‐=|||ツカル|「事の小|‐ |||‐ |ぎ■|||| ‐

うた。ダンス

タンス穴ラオ|マンス|‐■ ‐■|   ‐
盆ダンスを太鼓とコラボで !|

なみす↓チーとチミ|=と観彗とみ|んなで踊ろう!!!

…

Ⅲ
12:20-12:40

13:00-13:10

ⅢⅢI■|
15:10¨ 15:30

13itOIIli三 :36

ι繁霧|||||い.‐

新宿中野杉並助産師会
「おへその緒」

フアミリータッチング&
ふれあいベビーヨガ体験

11:00-12:00

13:00-14:00

14:30-15:30

茜舎

"～

■ |‐
―

■■ ■|■■..=

むさしの児童文化協会

(サ ンタクロースの会 )

人形劇 ″三匹のヤギのガラガラドン″ ″さるかに″

シニアによる絵本の読み聞かせ ―
|

おはなしの国で、みんなで楽しく

おはなし、わくわく |    |     ‐ |

心を育てる<対話式>絵本の読み語り

影絵「ちびぐろきんぼ」 || |■  ‐   |‐

①12:00-12:45
②15:30-16:00

13:30-14:15

餞 鼠 |||●||■憔 |‐‐..

お車での来場はご遠慮ください

杉並車庫前より徒歩5分

セシオン杉並前より徒歩2分 ・高円寺陸橋より徒歩2分

麒


