１．すっきり！かわいいインテリア

市民ギャラリー

ゆったりブース
ママのリフレッシュと生活に役立つブースが集合。

子育てを楽しむ収納アイデアと同時に
壁紙や床材など、子供用のインテリア
空間を提案します。
千葉県インテリアコーディネーター協会
私達は（公社）インテリ
ア産業協会の有資格者及
びこれから資格を取得し
ようとしている者からな
る団体です。
URL
Mail

http://www.icchi-jp.com
info@icchi-jp.com

2. アルバムのある暮らし

3. 初めてのテーブルコーディネート

4. パパママで描くファミリープラン

手軽な写真整理術のスクラップブッキ
ングを紹介しています。
ブースでは写真 2 枚でミニページ作り
の体験が可能です。500 円 予約可。

お子様と一緒に体験できるテーブル
コ ー デ ィ ネ ー ト の プ チ レ ッ ス ン と、
テーブル小物作りのワークショップを
開催します。

パパ、ママ、こども、家族で共通の夢
や目標を描いていますか？
一緒にファミリープランを作成して、
充実した楽しい毎日を送りましょう。

ＣＭＪベイエリア

マリナーゼインテリア

三井生命 PMM サービス

自分のために作られたア
ルバムを開くとき子供は
自分が愛されていると実
感します。私達はそんな
アルバム作りをご紹介し
ています。

インテリア＆テーブル
コーディネートを通し
て、子育て中でも毎日を
素敵に楽しみたいママ達
を応援しています。

お客様の理想の生活を実
現させるための貯蓄計
画・資産を守る方法など
ファイナンシャルプラン
ニングサービスを提供し
ております。

URL
Mail

Tel
Mail

URL
Mai

http://www.facebook.com/PreciousMemories2006
wana0207@gmail.com

http://marinaazeinterior.com
aya-f@marinaazeinterior.com

03-6831-8758   
Maiko_Tanaka@mitsui-seimei.co.jp

5. フコク赤ちゃんクラブ

6. 生活協同組合 パルシステム千葉

7. コープみらい

妊娠中～ 6 才までのお子様がいるマ
マ、パパ対象です。サンリオグッズや
風船をプレゼント !!
抽選会もあるのでお立寄り下さい。

パルシステムは子育て応援企業でもあ
ることから、積極的に子育て支援をし
ています。当日は試食スペースを設け
てご案内させていただきます。

コープみらいは、子育て世代を応援！
品揃え、取扱商品が多いのが特徴です。
今年 4 月から宅配手数料が 189 円に
なりました。

富国生命保険相互会社

パルシステム千葉

生活協同組合コープみらい

キティちゃんでおなじみ
の赤ちゃんクラブ『未来
のとびら』が 4 月に新
登場、お客様基点の会社
です。社員大募集中です。

生協の配達でおなじみの
パルシステム千葉でござ
います。
地域の方々の暮らし役立
ちに貢献できるよう日々
努力しております。

ひとつになって、みらい
へ。ちばコープ、さいた
ま コ ー プ、 コ ー プ と う
きょうが組織合同して
コープみらいが生まれま
した。

URL
Tel

URL
Tel

URL
Tel

http://www.fukoku-life.co.jp
047-359-1712

http://www.pal.or.jp/
0120-868-014

http://mirai.coopnet.or.jp/
0120-043-502

8. ソニー生命の学資保険 相談会

9.うらやす社協の子育て支援

10. 子育て期の自己発見ワーク体験

お子様の教育資金に関する簡単なアン
ケートにお答えいただいた方にステキ
な景品をプレゼントいたします！
ぜひお立ち寄りください♪

うらやすファミリー・サポートセン
ター、支部社協の子育てサロン、堀江
つどいの広場（子育てサロン）の情報
をご紹介します

簡単ワークで深層心理が明らかに！
子育てに追われて自分の想いにフタを
していませんか？「少しだけ先輩ママ」
に会いに来てください♪

ソニー生命保険株式会社

浦安市社会福祉協議会

Prism ！プリズム

私達は、ライフプランニ
ングを通じて、子育て世
代の将来の幸せなストー
リーを実現するお手伝い
をしているライフプラン
ナーです！

社会福祉協議会は、地域
福祉の推進を図るため、
子育て支援のほか高齢の
方、障がいのある方など
への支援事業を行ってい
ます。

ママのためのママによる
ママを応援するコミュニ
ティです。子育てを楽し
みながらできることを自
分らしく。毎月イベント
開催中。

URL
Mail

http://2way.ne.jp/SL/HamadaTakayuki
takayuki.hamada@sonylife.co.jp

URL
Tel

http://urayasu-shakyo.sakura.ne.jp
047-355-5271
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URL
Mail

http://prismbayside.net/
prismbayside@gmail.com

11. 成長のための子育て相談会

12. 臨床心理士による子育て無料相談

13. 中核地域生活支援センターがじゅまる

お子さんの成長の不安や迷い。発達の
専門スタッフがじっくりお話をうかが
います。事前予約可（047-711-1871）
。

子育てで気になることや心配なこ
と を 早 い う ち に 解 決 し ま し ょ う。
子供や家族、自分自身のことも OK。
事前予約可（090-4025-2282）。

子ども、障がいのある方、ご家族など
の総合相談の受付と問題解決のための
対応を行っています。

NPO 法人発達わんぱく会

相談室「ゆずり葉」

中核地域生活支援センターがじゅまる

私たちは、全ての子ども
の「こころ」と「ことば」
を育てる専門集団です。
東野と入船と浦安駅前に
教室を開設しています。

子育て中の不安や心配、
家族関係や自分自身の悩
み等を解決するために、
心理カウンセリングや子
育てセミナーを提供して
います。

県が子ども～お年寄りを
対象に、設置している相
談窓口。地域で暮らすた
めのコーディネート、福
祉の総合相談、権利擁護
活動等行います。

URL
Tel

URL
Tel

Tel
Mail

http//www.wanpaku.org
047-711-1871

http://www.yuzuriha-wish.com
090-4025-2282,047-380-5582

047-300-9500
gaju9500maru@cello.ocn.ne.jp

14. 癒しのアロマ

15. わくわく手作りカード広場

16. 助産師の子育て相談

日頃の疲れを香りとやさしいタッチで
癒していって下さい。心を込めてマッ
サージさせていただきます。
２つの香りからチョイスできます。

大切な人に心をこめた手作りカードを
贈ってみませんか？ポップアップカー
ドの展示や簡単なカードづくりのアイ
ディアも紹介しています。

妊 婦 か ら 出 産、 育 児、 思 春 期、 更 年
期に至るまで幅広く質問にお答えしま
す。又、妊婦さんには胎児心音をテー
プに録音してプレゼントします。

H Ａ N ＤｔｏＨＥＡＲＴ

手作りカード協会

千葉県助産師会浦安・市川・松戸地区

ベビーマッサージ他子連
れイベント展開中。ハッ
ピーな子育てを応援しま
す。老人施設でのハンド
マッサージボランティア
５年目です。

思いやりの心を育む手作
りカードの普及活動を
行っています。「世界中
を思いやりの心で満たし
たい！」それが私たちの
目標です。

私達は、浦安、市川、松
戸地区で活動している
助産師です。地域で育児
相談・新生児訪問・乳児
ケアなどをしています。

URL
Tel  

Tel  

URL
Tel

http://www.hand2heart.jp
080-5177-9488

047-397-3543
（手作りカード協会柴田）

http://www.midwife-chiba.org
090-4098-7647

17. マジック・アンド・ミュージック

大ホール

わくわくブース
親子で楽しめる＆子育てに役立つブースが集合。

幼 な 子 に、 心 を 驚 か せ、 気 持 ち を ひ
きつけるひびきの上にことば、そして
たっぷりした遊びを手渡すことの、大
切さを伝えたい。
浦安おはなしの会
乳児からお年寄りまで
幅広い方を対象に、読書
の楽しさを分かちあい
たいと願って、多様な取
り組みを展開していま
す。
Tel
Mail

   047-352-8235
urayasuohanasinokai@gmail.com

18. 布の絵本－えくぼからの提案

19. 児童センターは地域の輪

20. 浦安市子育て支援センター

乳幼児の身体的・精神的成育に、布の
絵本はきっと大きな力を発揮すること
を伝えたい。関わりを、コミュニケー
ションを、子どもと布の絵本で。

親子でしっかりと向き合って楽しく過
ごすプログラムが盛たくさんいっぱい
です。ひとつひとつの活動を紹介しま
す。

市内に９箇所ある、子育て支援セン
ターの紹介や、手作りおもちゃの展示
などを行います。

布の絵本 えくぼ

浦安市児童センター ( 東野・高洲）

浦安市子育て支援センター

一針一針ていねいに作る
布の絵本は、ふれあう子
どもにえくぼが生まれる
ことを信じて作っていま
す。貸し出しは浦安おは
なしの会。

児童センターは、赤ちゃ
んから 18 歳未満までの
子どもたちの成長を見守
る施設です。

就学前のお子さんと保
護者が安心して遊んだ
り、仲間づくりや子育
てに関する相談・情報
の提供をしています。

Tel

Tel           047-355-2736
Mail
jidoucenter@city.urayasu.lg.jp

URL
Tel

      047-352-8235
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http//www.city.urayasu.chiba.jp/
047-351-1176

