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門仲・東陽

【内容】お子様の小さな手や足をアートとして可愛く残しません
か？月齢ごとの成長記録としても、贈り物としても◎季節のアー
トは父の日！お誕生日台紙もあります。兄弟や親子で１つの作
品にもできます！【時間】①10時～ ②11時～【場所】東陽町駅よ
り徒歩4分【費用】￥1000【連絡・問合せ】江東区 手形アート
hop-petaで検索！メールhop.peta825@gmail.com

清澄・住吉

江東区後援「多言語ワークショップ」

)

全域

(

5月6日

日 )5月5日
❤

匿名の子育て相談電話ママパパライン
【時間】13時～16時【電話】03-3633-0415。世の中は連休、なの
に子育ては休み無し・・気持ちがつまった時は、誰かにこぼすと
ラクになるかも。お名前など不要です、気軽に掛けてみてくださ
いね！【主】こうとう親子センター
www.kotooyako.com/mamapapaline/【問】info@kotooyako.com

砂町

( 月

10:30-12:30　江東区文化センター、主催：ヒッポファミリークラブ、申込先：
0120-557-761又はHPより、江東区後援「多言語と暮らす～0歳から家族で
楽しめるワークショップ～」多言語・多文化・多様性。日本に居ながら多言語
を楽しみ、子育てをもっと楽しく。目の前の人と向かい合う、そんな心を育て
る環境とは？多言語体験や多言語を楽しむヒッポファミリークラブのメン
バーの体験談有。

子育てが大好きなおとこたち3人による、おとこたちのた
めのイベントです。男子限定、女人禁制イベントです。あ
しからず。【対象】父親、父親になる方【場所】大島みず
べ【参加費】無料【定員】先着15名【申込】大島みずべに
直接ご連絡ください。

5月12日

亀戸・大島

【パパ限定】育児って、どうやんだ？おとこの、子育て入門編

❤

門仲・東陽

亀戸・大島

乳児アトピー撃退！自然療法レッスン
乳児アトピーの悩みを解消します。乳児アトピーが悪化する3つの原因とそ
れに対する自然療法やアロマテラピーの取り入れ方が分かります。薬に頼
り過ぎずアトピーを治したいママのための自然療法レッスンです。日時5/17
（金）13時～14時半　江東区総合区民センター　第2和室　参加費2,000円
申込・問い合わせ medicalaroma.smile@gmail.com　アロマスマイル松本で検
索！

【時間】15時〜17時【内容】mammacafe 151Aにスタジオクレアールが出張撮
影。親子の写真を数枚撮影し、デザートとドリンクも楽しめます。2Lサイズの
写真と撮影全データ付きで3,600円。【場所・主催】mammacafe151A【連絡
先】LINEで『@crear』をID検索し、スタジオクレアール岩田宛にメッセージをお
願いします。（生後12ヶ月未満のお子さんの母子４組限定です。）

❤

1才～はじめる「個人ピアノ＆リトミック」
マンツーマンレッスンで、お子さまの「大好き！」をのばしてあげませんか♪
打楽器・トランポリン等を使って、広いお部屋で身体を動かし、のびのび表
現を楽しむ新しいピアノ教室です。残席1名のみ。先着順です。※「音楽療
育＆音楽療法クラス」もあります。場所：千石1－13－6　1階「パリピザ」体験
費：1000円　30分「どれみ音楽教室　江東区」で検索。HPからお問い合わせ
＆お申込み下さい。

清澄・住吉

特別企画！　リトミック＆おやこ体操

清澄・住吉

清澄・住吉

特別企画！リトミック＆ベビーマッサージ
【時間】9:20～10:20大人気の「音の遊園地　どれみランド」のリトミックと、ベ
ビーマッサージの先生をお招きして、植物性100％のオイルを使った「本格
マッサージ」の両方が楽しめる特別企画。生演奏のピアノに合わせて、ゆっ
たり心地よく、赤ちゃんとの触れあいを楽しみませんか。お茶タイムでママも
リラックス！対象：０才～よちよち歩きのお子さま。場所：千石1－13－6リベ
ラ千石1階「パリピザ」参加費：2000円　「どれみ音楽教室　江東区」で検索。

)

❤

5月14日 ( 火 )

❤

❤

5月14日 ( 火

お話の部屋＆ママcafé
【時間】10時～12時【内容】2部構成です。1部は手袋人形・ペー
プサートでのお話、休憩はママcafé開店、2部は積木のパフォー
マンスや大人のための素話。参加費親子で1000円+2人目から
300円。プログラムはHPやことこみゅ参照して下さい【場所】子育
てサロンすくすく【問】080-5063-6500 email
koscodatesaron_sukusuku@nifty.com

❤

5月3日 ( 金 )

江東区内で開催されるイベントで、
こどもと一緒に楽しめる情報を、

日付順に紹介しています♪

)

5月17日 ( 金

5月17日

❤

)

グチOK！子育て相談電話ママパパライン
大人気の「音の遊園地　どれみランド」のリトミックと、インストラクターの先
生をお招きして、「親子体操」の両方が楽しめる特別企画です。ピアノや打
楽器のビートに合わせて、親子でたっぷり触れあい、身体を一緒に動かして
みませんか。お茶タイムでママもリラックスしていただけます。対象：1才半
頃～　場所：千石1－13－6　1階「パリピザ」参加費：2000円　「どれみ音楽
教室　江東区」で検索。HPからお問い合わせ＆お申込み下さい。

5月13日 ( 月 )

❤ デザート＋ドリンク付き撮影会

5月14日 ( 火 ) 亀戸・大島

❤ 江東区後援「多言語ワークショップ」

金 )

❤

5月16日 ( 木

❤

5月17日 ( 金 )

)

おむつなし育児交流会
10:00〜12:00西大島総合区民センター第二和室＊10名限定＊
参加費300円。0歳から赤ちゃんもトイレやおまるで気持ち良い
排泄と親子コミュニケーションを♪コツを知るだけで誰でも始め
られます。興味があるだけ、妊婦さんもOK！おまるや股割れズ
ボンなど参考写真を用意しています。HP予約フォームから要予
約→https://omutsunashi.jimdo.com/

臨海

お子様連れでバレトン♪@東雲、辰巳
『バレトン＝フィットネス×バレエ×ヨガ』今ホットなエクササイ
ズ！体幹強化、柔軟性向上、気分転換に♪●パルひろば辰巳
10:00～11:00初級/11:10～11:55初心者●1回1000円●バレトン
ビューティエクササイズ吉田●詳細/予約
https://balletonbeautyexercise.jimdofree.com

清澄・住吉

ベビマ＆ポール＆歯固めジュエリーワークショップ

【時間】10:00～12:00【内容】ベビーマッサージでは赤ちゃんはベビーマッ
サージ、ママはストレッチポールを使ったストレッチで癒されて頂きます！歯
固めジュエリーはママの手作り歯固め.おもちゃホルダーを作ります。世界に
1つだけの手作りです【対象者】首が座った頃～１歳頃まで【参加費】
￥3,000【会場】江東区扇橋2-5-7pezzo casa 3F anelaroom【連絡先】
anelaroom@gmail.com090-8744-2436

【時間】14:00～（1時間から1時間半程度）／生後57日～
小学校3年生までのお子さんの保護者／高齢者総合福
祉センター（東陽6-2-17）※事前に申込の上ご参加くだ
さい【TEL】03-5683-1573（平日8:30～17:00）

門仲・東陽

5月15日 (

❤ ファミリー・サポート利用会員登録説明会（要予約）

❤ ハワイアンリトミック♬木場エリア
心地よいウクレレのリズムに合わせてリトミック♬ダンスや楽器を
使って体全体で楽しみます♬6ヶ月〜1才くらい10時45分〜11時
20 、あんよ〜3才9時45分〜10時30分 【場所】古石場文化セン
ター第3研修室【連絡先】alohapikotarosan@gmail.comさとう

5月15日 ( 水 )

手形足型アート教室

5月12日

)5月11日

(

土

❤

5月10日 (

❤

(

❤

●子どもの体調は、変わりやすいので、イベント当日に体調がすぐれない場合は、無理に参加しないよう気を付けましょう。

【facebook】http://facebook.com/ikicalekoto
Facebook と 江東区の子育て情報ポータルサイトから、

イキカレ紙面のデータ版を見ることができます！
次回イキカレ6月号は、5/18に印刷し配布予定～♪
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清澄・住吉)
❤イベントカレンダー❤

金 水 ) 清澄・住吉

❤ 親子で踊る ベビーダンス！
<時間>10:30ー11:30 <場所>亀戸水神駅前 Wild kidsスタジオ<
内容>抱っこ紐で抱っこしながら一緒に踊ります。ママはエクサ
サイズ。赤ちゃんはスヤスヤ。寝かしつけにも最適。<対象>首
の座った3ヶ月~18ヶ月までの赤ちゃんとママ<連絡先>
wild kids.dance@gmail.com TEL 050-5436-8239 インストラク
ター寿々ともみ

5月15日 ( 水 ) 門仲・東陽

【時間】13時～16時【電話】03-3633-0415。子どもの事、家族の
事、ひとりで頑張って疲れていませんか？へこんだ時は本音で
グチをこぼすと元気回復！お名前などはお聞きしません、安心
して電話くださいね。【主】こうとう親子センター
www.kotooyako.com/mamapapaline/【問】info@kotooyako.com

全域

5月16日( 日 ) 亀戸・大島

❤

18:30-20:30亀戸文化センター、主催：ヒッポファミリークラブ、申
込先：0120-557-761又はHPより、江東区後援「多言語と暮らす
～0歳から家族で楽しめるワークショップ～」多言語・多文化・多
様性。日本に居ながら多言語を楽しみ、子育てをもっと楽しく。
目の前の人と向かい合う、そんな心を育てる環境とは？多言語
体験や多言語を楽しむヒッポファミリークラブのメンバーの体験
談有。

)

〜午後のくつろぎ演奏会〜
14時開場　14時半開演、大人1500円/子供1000円（ドリンク＆
ケーキ付）La Trova（ファミリーで奏でるキューバの名曲を日本
語も交えて）ボーダーズ（津軽三味線とピアノのコラボ）日曜の
昼下がり、緑と光に囲まれた癒やし空間で美味しいスイーツと、
美しく愉快な音楽をお楽しみ下さい。Cafe 七草十花（大島5-41-
13）ご予約お問い合わせkendymico@gmail.com

)

ファミリーコンサート
【時間】15~16（14時半開場）【内容】楽器体験もできるファミリー
コンサートみんなの知っている曲が沢山！嬉しいプレゼント付き
【参加者】500円（小学生以下無料）【場所】パルシティ江東　ホー
ル【主催】himawari 【申込HP 】江東区　ママで検索！【問合わ
せ】himawarimama .info@gmail.com(担当山西)

清澄・住吉

亀戸・大島木 )(

FunMerryCafeカフェdeサイン

(

赤ちゃんとママのコミュニケーション♪パネルシアターや手遊び歌を使って
ファーストサイン！毎月開催(2000円ランチ込)【時間】10:30～【場所】
FunMerryCafe店内【主催】ベビーアラモード【問】mail:baby-
a.la.mode@ac.auone-net.jp tel:03-6670-7854(教室専用) HP:江東区べビー
アラモードで検索！

日

清澄・住吉木 )

❤

5月10日 ( 金

❤ 子連れヨガ＠深川
【時間】10:40～11:40【内容】お子さま連れで参加できるヨガクラ
ス。骨盤調整、肩こり腰痛、気になるボディラインなど、ママが気
になることをケアして心身をリフレッシュ。運動が苦手でもヨガ未
経験者でもOK。詳細はhttps://ameblo.jp/cocoyoga-style/【主
催】cocoyoga【場所】深北スポーツセンター研修2【予約問合】
cocoyogastyle@gmail.com

清澄・住吉木 )

下町の子育てほっとサロン&保健室@0歳
子どもの発達・産前産後ケア・子育て相談。専門職が集う子育
てサロンです。5月はお天気なら午前中は猿江恩賜公園で青空
保健室です。公園が初めてのお子さんも大きなブルーシートの
上で風を感じながら遊びましょう。（場所詳細はお問い合わせく
ださい。)、時間:10時〜14時半、問合
せ:momrings@goatbabe.com、主催:ママリングス

(

5月7日 ( 火

❤

❤

5月9日 (

5月9日

江東区で育児中の、ママ＆パパ向けに、オススメ情報を集めました！

毎月末に、翌月すぐ使える情報を掲載して配布中～♪
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5月19日 ( 日 )

❤❤

❤

❤

産後ママの「からだケア」講座

【時間】10:00～11:30【内容】亀戸文化センター6階和室★0歳児
とそのママパパ★参加費無料・申込不要★赤ちゃんと心と体の
ふれあい★親同士楽しくおしゃべり★ボランティアさんや民生委
員さんに気軽に相談も★11:00～助産師さんの質問コーナーあ
り【問】江東区社会福祉協議会03-3647-1898

ベビマで体ポカポカになって、お子様の小さな手足を可愛い作品に仕上げ
ましょう！手形アートは、動物or春仕様手形アート♪【対象】2ヶ月～1歳半く
らいの赤ちゃんとママ【時間】10:30〜【場所】東陽町 (東陽町駅徒歩5分)＊
申込み頂き詳しい場所お伝えします。【費用】￥3500リピーター割引あり◎
【ブログ】江東区 ベビーマッサージmammy で検索【問】
mammy2379@gmail.com

❤

5月20日 (

❤

門仲・東陽

清澄・住吉

FunMerryCafeカフェdeべビマ
赤ちゃんとママのスキンシップ♪免疫力アップ！便秘解消！安
眠効果！嬉しい効果がいっぱいべビーマッサージ！毎月開催
(2000円ランチ付)【場所】FunMerryCafe店内【時間】10:30～【主
催】ベビー アラモード【問】mail:baby-a.la.mode@ac.auone-net. jp
tel:03-6670-7854(教室専用) HP:江東区べビーアラモードで検
索

5月24日

(

ベビーマッサージ&手形アートコラボレッスン❤

10:30-12:00　総合区民センター、主催：ヒッポファミリークラブ、申込先：
0120-557-761又はHPより、江東区後援「多言語と暮らす～0歳から家族で
楽しめるワークショップ～」多言語・多文化・多様性。日本に居ながら多言語
を楽しみ、子育てをもっと楽しく。目の前の人と向かい合う、そんな心を育て
る環境とは？多言語体験や多言語を楽しむヒッポファミリークラブのメン
バーの体験談有。

～産後の腰痛ケア・骨盤ケア　姿勢美人になろう！～理学療法
士による、からだケア講座。実際に体を動かしながら、産後のか
らだについて学びます。終了後は美味しいランチ会付き！ママ
の元気とキレイを応援します♪【場所】Outdoor cafe テント【時
間】10:30～約一時間【料金】2500円（教材・ランチ代込）【申込・
問合せ】Rin.mombody-care@outlook.jp

5月29日 ( 水

❤

門仲・東陽( 火 )5月21日

5月20日 ( 月

❤

)

子どもが伸びる☆絵本講座
子育て中のお母様を対象に、効果的な絵本の読み聞かせ方、
絵本の選び方、オススメ絵本、収納のコツ等をお伝します。◆
5/29(水)10：00-11：30　mamma cafe 151A ◆2500円◆お子様
連れ可【詳細/申込】
https://www.reservestock.jp/page/event_calendar/4203
【Email】前田　c.maeda@jacd.or.jp

) 清澄・住吉

ベビーサイン
【時間】13:30～14:15【内容】まだお話ができない赤ちゃんと、手話やジェス
チャーを使ってコミュニケーションがとれるようになります！赤ちゃんって凄
い！と知ることができて、親子の絆や自己肯定感も育まれます【対象】～１
歳半程のお子様とお母様【参加費】￥1000【会場】江東区扇橋2-5-7 pezzo
casa 3F anelaroom【連絡先】050-3628-3388ベビーサイン講師 かなやす
みつえ

門仲・東陽

０才からのジャズコンサート

5月30日
❤

5月22日 ( 水

❤

)

❤日時が選べるイベント❤

( 門仲・東陽

ちゃこまむベビーマッサージ体験会
【時間】10:30～約1時間【場所】木場駅 徒歩一分、 Outdoor
Cafe テント【対象】生後2ヶ月からハイハイ前の 赤ちゃん、妊婦
さん、料金：3000円(教材プリント、体験会 内でのマッサージオイ
ル、ランチ代含む) 定員：　先着5 組の親子さん　【お申込・お問
合せ】ちゃこまむ chacomom1755@gmail.com

門仲・東陽

ファミリー・サポート利用会員登録説明会（要予約）

【時間】10:00～（1時間から1時間半程度）／生後57日～小学校
3年生までのお子さんの保護者／高齢者総合福祉センター（東
陽6-2-17）※事前に申込の上ご参加ください【TEL】03-5683-
1573（平日8:30～17:00）

5月22日 5月30日 ( 木 )

❤

)

5月24日

月

亀戸赤ちゃんひろば

江東区後援「多言語ワークショップ」

【時間】10～12【内容】英語を思い出しながら訪日外国人のおも
てなしに役立てるシチュエーションを想像みませんか？【同席】1
才半未満お子様同席 【参加者】800円【保育】事前登録制　1歳
半以上9日〆切300円【場所】パルシティ江東【主催】himawari
【申込HP 】江東区　ママで検索！　【問合わせ】himawarimama
.info@gmail.com(担当山西)

亀戸・大島5月20日 ( 月 )

)

豊洲, 東雲, 有明, 辰巳などおしゃれな湾岸ママの輪が広がっています。
5/31は産後ビューティーランチ(インスタ映え間違いなし♪)付のママヨガ。産
後ビューティーセミナーも。おうちから出て同じ思いの初めましてママが集ま
るFOLEで産前よりビューティーを目指しましょう！スタジオ所属のママイン
ストラクターだから安心。骨盤調整も★毎週水/木am★【フォーレ ベビママヨ
ガ】検索 TEL0362214040

①11時 ②13時半 ③15時半。総合区民センターレクホール／大人1200円 ０
才～小学生 300円 当日各200円増／出演＝クニ三上トリオ／曲目＝Take
5、夢をかなえてドラえもん、バッハインベンション他。毎年大好評、赤ちゃん
も大人も楽しめる本格ジャズ。New York在住ピアニストがジャズの名曲、ク
ラシック、アニメ曲等を演奏。総合区民センター 3637-2261他 区内文化施
設で販売中。

) 亀戸・大島
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江東区後援「多言語ワークショップ」
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) 砂町

ママの美・癒し「サンドイッチママン」

5月23日 木

)

❤
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9:10〜9:50 産後の方、初心者、運動が苦手な方、身体の硬い方
も安心な朝にぴったりのヨガをご紹介。心と身体がホッとする癒
しの時間を過ごしませんか？ 豊洲シビックセンター7F 体験料
500円。要予約。お子様連れOKです。Ma・Max 土手 090-9398-
1885 hiroe0358@icloud.com

砂町

お話の部屋＆ママcafé

金

5月18日 ( 土

( 木

砂町

木育広場
【時間】10時～14時【内容】日曜日は家族で木育の日！おもちゃ
美術館の江東版として、実際に乗れる汽車ポッポや木馬に、大
人も夢中になるカプラなど木のおもちゃが100点超えて並びま
す。ミニお話劇場、ランチタイム有。参加費　500円+2人目から
300円【場所】亀高地区集会所【主催】子育てサロンすくすく【問】
080-5063-6500 email　koscodatesaron_sukusuku@nifty.com

清澄・住吉

おもてなし英語カフェ

( 金 )

5月30日 ( 木

❤

5月19日 ( 日

清澄・住吉

子連れヨガ＠深川

清澄・住吉

江東区後援「多言語ワークショップ」
10:30-12:30　ティアラこうとう、主催：ヒッポファミリークラブ、申込先：0120-
557-761又はHPより、江東区後援「多言語と暮らす～0歳から家族で楽しめ
るワークショップ～」多言語・多文化・多様性。日本に居ながら多言語を楽し
み、子育てをもっと楽しく。この日は目の前の子ども達に目を向け、母語獲
得や成長のプロセスについてお話しましょう♪多言語体験コーナーもありま
す^^

臨海

ハワイアンリトミックレッスン♬
心地よいウクレレのリズムに合わせてリトミック♬ダンス
や楽器を使って体全体で楽しみます♬11時10分〜12時
10分ハイハイ赤ちゃん〜3才くらいまで 【場所】豊洲シ
ビックセンター６階音楽練習室【連絡先】
alohapikotarosan@gmail.comさとう

門仲・東陽

イキカレ編集部
【時間】14:00～16:00【内容】イキカレでは、毎月、発行作
業（印刷・封入）＆交流会を開催！和気あいあいと、印
刷作業や、折り作業などをしながら、情報交換などの場
を目指しています♪ご興味ある方は、ご連絡＆ご参加お
待ちしております☆

❤

❤

5月17日 ( 金

❤

5月17日 (

【時間】10時～12時【内容】2部構成です。1部は手袋人形・ペー
プサートでのお話、休憩はママcafé開店、2部は積木のパフォー
マンスや大人のための素話。参加費親子で1000円。プログラム
はことこみゅ参照して下さい【場所】子育てサロンすくすく【問】
080-5063-6500、koscodatesaron_sukusuku@nifty.com

)

)( 木

ママヨガ 豊洲シビックセンター7F

亀戸・大島5月23日

赤ちゃんがいてもフェイシャルエステやリフレクソロジー、足裏の
タコ・魚の目ケアが受けられます。なんと見守り保育無料！【時
間】11時～15時【場所】東砂八丁目（自宅サロン）【詳細】
https://resast.jp/events/340178【連絡先】info@footbeaute.com
（藤井）

❤

5月23日

臨海

18:30-20:30　江東区文化センター、主催：ヒッポファミリークラ
ブ、申込先：0120-557-761又はHPより、江東区後援「多言語と
暮らす～0歳から家族で楽しめるワークショップ～」多言語・多文
化・多様性。日本に居ながら多言語を楽しみ、子育てをもっと楽
しく。柔軟に目の前の人と向かい合う、そんな心を育てる環境と
は？

❤

臨海

産後ビューティーランチ＋ママヨガ豊洲東雲

( 木

)

清澄・住吉

金

❤

( 金 )

5月24日

【時間】10:40～11:40【内容】お子さま連れで参加できるヨガクラ
ス。骨盤調整、肩こり腰痛、気になるボディラインなど、ママが気
になることをケアして心身をリフレッシュ。運動が苦手でもヨガ未
経験者でもOK。詳細はhttps://ameblo.jp/cocoyoga-style/【主
催】cocoyoga【場所】深北スポーツセンター研修2【予約問合】
cocoyogastyle@gmail.com

江東区内で開催されるイベントで、
複数日程が設定されているものや、
予約制のイベント情報をご案内♪

※エリア順にまとめて紹介しています※

ヘッドスパ体験会⭐︎子連れOK⭐︎無料 清澄・住吉

【時間】9:30〜12:30／14:00〜17:00 2部制【内容】ご予約
不要です。ご来店の順番でご案内させていただきます。
所要時間30分程度でリラックス♪。詳細はポコイFB、
LINEをご確認ください。【場所】美容室ポコイ(江東区平野
2-16-23)【連絡先】LINEで『pokoj』をID検索してください。

0歳から3歳のリトミックと知育 清澄・住吉

お子様の脳が大きく育つ乳幼児期！生ピアノに合わせ
て楽しくリトミック＆知育しましょ♪無料体験募集中！
【日時】14日、28日（火）6か月～1歳　11:10～11:50　1～2
歳　10:20～11:00　2～3歳　9:30～10:10【場所】ティアラこ
うとうリハーサル室　※詳細はHPをご覧ください。
https://yanopiano.com/　090-9680-4992 やのピアノ教
室

MusicTogether Legato 清澄・住吉

元気に春学期スタート♪親子で英語リトミックでムーブメ
ント♪途中入会も可能です！まずは体験に来てね♪（水
曜クラス）10時@森下／（木曜クラス）18時半@森下（土曜
クラス）10時＆11時@森下【問】090-7719-4114 ／
info@musictogetherlegato.com 【担当】北原【HP】
http://musictogetherlegato.com/

ママのための快適美下着体験会（無料） 清澄・住吉

お子さまの子育てで毎日忙しくしているママ！たまには
自分にも目を向けてみませんか？実は知っているようで
知らない『下着の「選び方＆サイズ＆つけ方」』知って得
すること間違いなし！ママのご都合の良い時間と場所を
双方で決めて90分間の体験しましょう！担当）北原 ／
090-7719－4114【申込】
https://mslegato.jimdofree.com/

はじめよう！リトミック 清澄・住吉

日時】5/13,16,27【内容】2016,17年度生まれ月2回クラス
開催 。親子で楽しめるリトミック、ぜひ体験してください。
【場所】猿江1-23-5(レンタルルームすみよし)【問】詳細、
ご予約はメール・HP からeurhythmics.
m.akane@gmail.com 、
https://goo.gl/EHZbWn(hajimeyou2017で検索)

トータルビューティーヨガ 清澄・住吉

【日時】毎週木曜日9:45～10:45【内容】女性らしく輝ける
ためのリラックスヨガ【対象者】お子様とご一緒にどなた
でも【参加費】￥2,000/１回、￥5,000/3回【会場】江東区
扇橋2-5-7 pezzo casa 3F anelaroom【連絡先】
anelaroom@gmail.com
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Purelyリトミック 清澄・住吉

【日時】0歳〜9日24日14時、1歳半〜8日22日11時と15時【内容】
イキカレ無料体験！6ヶ月からOK！バイオリンの生演奏や音楽
に合わせて体を動かしたり楽しみながらリズム感や想像力を身
につけられます。プロの音楽家を定期的に招き様々な楽器に触
れ合う機会も！入会金半額キャンペーン中☆お気軽にご連絡く
ださい【場所】扇橋3丁目【申込&問】hasumilife@yahoo.co.jp（竹
腰）

子ども英会話 ビッグフット 門仲・東陽

クラス増設決定！詳しくはホームページにて！「ビッグ
フット 東陽町」で検索！講師ｱﾒﾘｶ出身日米ﾊｰﾌ,日米両
保育士,TESL(英語教師)資格所持｡場所:江東区文化ｾﾝ
ﾀｰ ☆9:45-10:30 0歳～3歳ベビママクラス、ジュニアクラ
ス5歳〜7歳☆10:45-11:30 3歳～5歳 キンダークラス 土
曜日開催。只今無料体験実施中！
bigfootenglishschool@gmail.com

深川あそび隊 門仲・東陽

毎週木曜日／１０：００～１３：００／木場公園、子供達の
成長を見守りながら元気に外遊び楽しんでいます。季節
を肌で感じて体も五感も全開！創造的な企画満載です。
まずは見学にどうぞ！新規隊員募集中☆　代表：栗田/
活動内容はコチラ→
http://blog.goo.ne.jp/fukagawaasobitai　/見学希望の方
→asobitai13@gmail.com

英語手遊び会(えいごdeてあそび会) 門仲・東陽

「英語で知育」の英語手遊び会が主催する、0-3才のお子さんと
保護者の方を対象にした会です。英語の手遊び歌や絵本の読
み聞かせ、簡単なゲームなどをして楽しみます。親子で英語
onlyの楽しいひと時を♪ 予約不要、1回500円、古石場文化セン
ター(木曜or金曜、月2回) 10:40〜11:20
inokmama0623@gmail.com、http://eigoteasobi06.jugem.jp

英語手遊び会(ブレインクラス) 門仲・東陽

「英語で知育」の英語手遊び会が主催する年少ー年長のお子さ
んを対象とした、数の概念や空間認知、フォニックスの基礎など
をすべて英語で指導する英語による知育クラスです。入会金.教
材費なし、月謝3千円、江東区教育センター(月)、古石場文化セ
ンター(火、金) inokmama0623@gmail.com、
http://eigoteasobi06.jugem.jp/

おちんちん講座＆ベビーマッサージ 門仲・東陽

【時間】5/9、5/29 　ベビーマッサージ10：00～10：50 /おちんち
ん講座11：00～12：00 【内容】助産師による赤ちゃんのおちんち
んのお手入れ講座とベビーマッサージです。一緒に育児・母乳
相談等も行っております。費用各2,000円（両方参加の方合わせ
て3,000円）要予約 【場所】東陽3-21-11-101 【主催】一般社団
法人助産婦石村 【連絡先】03-5690-8979

臨海

ベビマ＆サイン親子教室べビーアラモード 砂町

亀戸・大島

【日付】5/７（火）5/14（火）5/21（火）5/28（火）【内容】0歳からの
親子ベビーリトミック！パネルシアターが目玉！◎レッスン会
場：江東区総合区民センター ◎クラス・時間：《火曜第２・４教室
１・２歳》9:45〜10:45《火曜第２・４教室０・１歳》10:50〜11:50《火
曜第１・３教室０・１歳》9:45〜10:45《火曜第１・３教室１・２歳》
9:45〜10:45◎参加費1,500円（体験レッスン初回のみ無料/入会
金、年会費、教材費無料）https://www.wakuwaku-rito.com

リトミックパネルシアターの会

【日時】5日・6日11:00～12:30/14:00～15:30 随時受付
【内容】ペットボトルでランタンを作り、暗闇を歩いてみま
しょう【問】03-3529-2180, http://www.tokyorinkai-
koen.jp/

GWは防災公園に行こう！「暗闇体験・ランタン作り」

亀戸・大島

門仲・東陽3歳から通えるバレエ教室
Ballet Spotポピークラス(未就学児対象のレッスンを体験いただ
けます。◆毎週水曜日15:10〜16:00、毎週土曜日9:45〜10:35◆
初回無料◆動きやすい格好◆レッスン中の保護者の見学OK◆
電話またはメールでお申込みください◆080-8052-9287、
balletspotpr@gmail.com◆Ballet Spotで検索

門仲・東陽ママヨガ＆親子バレトン@東陽町

【日程】9日、16日　赤ちゃんとベビーマッサージで触れ
合って、美味しいランチでリフレッシュしましょう。寒い時
期にぴったりの身体ポカポカベビーマッサージで楽しみ
ましょう。個室なのでゆっくり出来ます。詳細などブログ
にて→https://ameblo.jp/hondamammy0731/【問】
mammy２３７９@gmail.com

ヨガ時間 門仲・東陽

ヨガ時間 〔YOGA教室〕 子連れOK!一緒にヨガしませんか?産後
ママヨガ（マタニティヨガ）予約制/参加費1回¥2500/金・土曜日
10:30~(月に数回開催 詳しいスケジュールは毎月20日ブログに
載せております)場所:門前仲町駅近く/お水、ヨガマット、オモ
チャなど用意してお待ちしてます☆http://ameblo.jp/batakeai/
『あいヨガインストラクター』二児の母です。

ゴスペルサークル♪マミーグリーンクワイア

おひるねアート☆ポーセラーツ手形足形

時間10:30-11:30 亀戸水神駅前、Wild kids baby&mama
対象は 首が座った3ヶ月から18ヶ月くらいまでの赤ちゃ
んと親御さん。抱っこ紐で抱っこをしてステップを踏みダ
ンスします。赤ちゃんと一緒に踊りませんか？楽しく時間
を過ごし 心身ともにリフレッシュ。赤ちゃんは 気持ちよく
て スヤスヤ。寝かしつけにも使えるダンスです。連絡先
suzu.babydance@gmail.com

砂町

【時間】毎週火・木曜日の午後13：30～(希望日の2週間前までに
要電話予約)【内容】化粧品工場ラインの見学を中心とした90分
のコース。赤ちゃんの参加大歓迎！オムツ替え台や授乳室有
【場所】ナチュラルファクトリー東京　北砂3-4-27(都営新宿線西
大島駅下車A4出口より徒歩約８分　アリオ北砂近く)【TEL】
0120-122-783【申込受付】9:00～17:00(土・日・祝日除く)

少人数でアットホームな親子教室 *ベビマ教室5/13,20 1
レッスン3000円 *サイン教室5/17,24(全2回)6000円*出
張レッスン承ります【主催】ベビーアラモード【問】
mail:baby-a.la.mode@ ac.auone-net.jp tel:03-6670-
7854(教室専用)HP:http://babyalamode.web.fc2.com/ *
詳細は「べビーアラモード」で検索

suzuのベビーダンス

赤ちゃんから参加ＯＫの工場見学

砂町

砂町

【時間】毎週月曜日10時～12時（祝日休)【内容】木育推進のサ
ロンは木のおもちゃや手作りおもちゃが一杯です。親子でゆった
り遊んだり、ティータイムで親同士の交流。発達が気になる時、
育児不安の時など来てください。退職した保育士・教師・助産師
が子育て応援します。参加費親子で500円、2人目から300円
【場所】子育てサロンすくすく【問】080-5063-6500 email
koscodatesaron_sukusuku@nifty.com

砂町

【時間】毎週火・水曜日10時～13時（祝日休)【内容】木育推進の
サロンで親子でゆったり遊んだり、子ども同士で遊びます。
ティータイムで親同士の交流。昼食も皆で一緒に食べるから美
味しい。発達が気になる時、育児不安の時など来てください。退
職した保育士・教師・助産師が子育て応援します。参加費親子
で500円、2人目から300円【場所】子育てサロンすくすく【問】
080-5063-6500 email　koscodatesaron_sukusuku@nifty.com

砂町

【時間】毎週土曜日10時～12時（12日から開始)【内容】わらべ歌
に合わせてのマッサージです。夜泣きや便秘解消に役立ちま
す。終了後はふれあい遊びを楽しんだり育児相談なども有り。
バスタオル・水分補給をお持ちください。1回制で1500円。予約
制です【場所】子育てサロンすくすく【問】080-5063-6500 email
koscodatesaron_sukusuku@nifty.com

砂町

ナチュラルサイエンス

親子の遊び場　0才グループ

毎月1回程度、ベビー＆キッズ向けのスキンケアやメイク
に関するセミナーなど、楽しくて役に立つイベントを開
催。詳細は、http://www.natural-
s.jp/information/event/ 開催告知はメールマガジンに
て。（公式ＨＰの「ご利用登録」から会員登録→メルマガ
受信欄の「はい」を選択）お申込みは、公式ＨＰの各イベ
ント申し込みフォームより。（要ログイン）

おもちゃの貸し出し「おもちゃ文庫」

わらべ歌ベビーマッサージ

親子の遊び場　1才～3才グループ

お子様連れで楽しむバレトン♪ エリア複数

今話題のエクササイズ！体幹強化、代謝向上、気分転
換に！♢古石場文セン10,17,24,31金曜9:45～10:30♢辰巳
すぐ16,23,30木曜10:00～11:00/11:10～11:55♢東陽町
11,18,25土曜10:00～11:00●1000～1300円●予約/詳細
https://balletonbeautyexercise.jimdofree.com●バレトン
ビューティエクササイズ吉田

ママヨガ、ママエアロMa・Max エリア複数

☆毎週水曜、古石場文化センター、ママエアロ10:00〜
11:00 ☆毎週木曜、豊洲シビック、ママヨガ9::10〜9:50 、
ママエアロ10:00〜11:00☆問合せ先 土手090-9398-
1885 hiroe0358@icloud.com 月会費４回2500円、体験
OK、お子様連れOKです。週に一度１時間、楽しく体を動
かしてリフレッシュしませんか。

おもちゃ病院 エリア複数

①グランチャ東雲16日PM　②児童館：東雲13日PM、東
砂14日PM、YMCA東陽23日PM、大島25日PM、亀戸28
日AM 　③こども家庭支援センター：豊洲10日PM、深川
北24日PM　④保育園：白河かもめ17日AM　⑤文化セン
ター　江東区文化センター4日PＭ、豊洲26日AM【問】
fuj-kehuka@js4.so-net.ne.jp詳細は、ことこみゅネット「お
もちゃ病院江東」をご覧ください。

門仲・東陽

豊洲文化センターで毎月おひるねアートやポーセラーツ
教室を開催しています。
予約制ですので、ぜひこちらのご案内ブログをご覧下さ
いませ。(連絡先) https://profile.ameba.jp/peekaboo-
porcelarts (主催)日本おひるねアート協会さとうみどり
ポーセラーツサロンピーカブー主宰

30年度生まれのベビー&27.28年度生まれの2〜4歳♪生徒募集
（29年度生まれはキャンセル待ち）講師は1歳と3歳の子持ちマ
マ！開講前に満席クラスが続出した人気のリトミック教室nicoリ
ト♪お子様1人1人の成長を大事に考えています【日程】
5/11,14,25,28【場所】古石場・塩浜（詳しくはHPで）『木場 nicoリ
ト』で検索！体験レッスンは無料☆インスタ『nicorito555』もみて
ね♪

【時間】月曜日～金曜日10時～15時（金曜は12時まで。
祝日休）【内容】年間1000円の会員制です。１点200円で
1週間、何点でも借りられます。月齢に合わせた発達に
必要なおもちゃを衛生的な状態でレンタルします。安全・
安価で気軽に身近に使えます【場所】子育てサロンすく
すく【問】080-5063-6500 email
koscodatesaron_sukusuku@nifty.com

ママのための簡単パン作り体験会

ママヨガはお子様と一緒に楽しめます！バレトンとは…バレエ、
フィットネス、ヨガの要素を組み合わせた『裸足』で行う新感覚エ
クササイズ！元劇団四季の講師が担当します。【日程、場所】7
日(火)、20日(月)江東区文化センター【時間】9:30〜＆10:45〜
【参加費】¥1,000(体験¥800)【ブログ】ママになってもバレトン♪
【申込】ブログからLINE＠登録もしくはballetone42@yahoo.co.jp
まで。バレトン&ママヨガサークル『結 Yui』歓崎

カフェdeベビーマッサージ 門仲・東陽

門仲・東陽

パンを焼いてみたい！でもハードルが高そうと思ってい
ませんか？忙しいママのために超簡単にできるパン作り
の体験会です。家族が喜ぶ焼き立てのパンで食卓を彩
りませんか？お子様連れOKです♪【日時】 5/16（木）、
17（金）18（土）【参加費】 3000円【詳細・予約】
https://ameblo.jp/nicotto-nicotto/【主催】パン教室ニ
コット三成

門仲・東陽

癒しとパワーの歌、ゴスペル始めませんか♪★マミグリ
（子連れ歓迎）5/13,20( 月 )10~12 時 ★エンジェル
5/7,21( 火 ) 幼児 16~17 時 小学生 17~18 時 ★オハナ・
ラニ（ゴスペルフラ）5/20( 月 ) 10~12 時　◇場所 堺福音
教会東京チャペル ◇主催 Mommy Green Choir ◇mail
mommygreen@hotmail.co.jp

リトミック@木場・古石場・塩浜 門仲・東陽

食べトレ体験会 清澄・住吉

【日時】23日11:00〜12:30【内容】人の心と体は食事でできてい
ます！簡単・時短メニューでワーママでも毎日の食事作りが楽
に☆お子様やご自身の悩みがある方、我が子に必要な力を知
りたい方はぜひ！おいしい玄米の試食付。ご希望の日程があり
ましたらお気軽にご相談下さい。【費】3240円【場】扇橋【問】
hasumilife@yahoo.co.jp【詳】ameblo.jp/hasumi-pure/
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☆癒し系☆

☆体験、見学歓迎☆親子入門歓迎☆幼少年・一般壮年・女子部☆老若男
女問わず、各自のペースで楽しく稽古しています☆毎週土曜日 10:15 ～＠
Gsquare 多目的室☆【千石　極真】で検索 【HP】https://www.karate-
fukagawasengoku.net/ 【Email】倉知：kurachi.masahiko@gmail.com

バレエスタジオ Ballet Spot 門仲・東陽

東陽町、木場各駅近く。3歳から大人まで通えるバレエ教室。マ
タニティ〜産後2年間はレッスン料半額です。東陽1-26-7、080-
8052-9287

ふでともかきかた教室 門仲・東陽

スタジオクレアール 清澄・住吉

ママと子供に寄り添い、遊びながら撮影していく新しいスタイル
の写真館。なんでもご相談ください。【TEL】03-5809-9719【住
所】江東区平野2-16-23

hair salon ポコイ 清澄・住吉

子連れカットも、子どものカットもOK♪イキカレ編集長も行きつけ(笑)の美容
室♪個室有/ 駐車場3 台/ 要予約【TEL】080-4442-1394【営業】9：00-19：
00【住所】江東区平野2-16-23【HP】http://pokoj-hair.com/

Oink & Kids in Style 清澄・住吉

イベント以外の情報コーナー！　お子さんと一緒に楽しめる、カフェやショップ、そのほかのサービス情報満載！

mamma cafe 151A 清澄・住吉

◆『家庭訪問型子育て支援』ホームスタート・こうとう◆子ども家庭支援センター（みずべ）
区内5か所にある子どもの遊び場＆子育て応援
施設！子育てに疲れたとき、一緒に子育てする仲
間が欲しいとき、ここへお越しください。
○毎週火曜～土曜の10:00～16:00 その他、子育
て相談を受け付けていたり、父親・母親向けの各
種講座なども開催しています。お近くの【みずべ】
にぜひ遊びに来てください。
【HP】http://koto-kosodate-portal.jp/mizube/

◎東陽子ども家庭支援センター：03-3699-4871
◎大島子ども家庭支援センター：03-5836-1621
◎深川北子ども家庭支援センター：03-5600-8701
◎南砂子ども家庭支援センター：03-5617-7772
◎豊洲子ども家庭支援センター：03-3536-7681

◆子育てサロンすくすく　

❤江東区推奨　地域SNSアプリ「PIAZZA（ピ
アッツァ）」はイキカレを応援しています！❤

区内のママ・パパが利用して
いる地域情報交換アプリ！
病院、子連れグルメのクチコ
ミはもちろん、近所の子育て

仲間も作れます！

❤今月のご協力団体様❤

【発行協力】
江東区子育て支援課

江東区こども家庭支援センター（みずべ）

【寄付】
リトミック教室nicoリト 様

極真カラテ教室「新極真会・千石道場」 様
オフィスヨコタ 様

門仲・東陽

砂町

門仲・東陽

似顔絵/イラストケーキで人気のケーキ屋さん♪お子さんの誕
生日や記念日にぜひ♪【TEL】03-5809-9935【営業時間】9:00-
20:00 火曜定休（不定休）【住所】東区冬木21-21

ナチュラルサイエンス直営homeファクトリー東京店

お肌に関するアドバイスやお子さまのスキンケアの方法等をお伝えします。
キッズスペース有。営業時間：10:00～17:00（日曜・祝日休）所在地：北砂3-
4-27　TEL：03-5665-2011（直通）　都営新宿線西大島駅A4出口より徒歩
約８分

シュベーネ　冬木店

ベビー＆キッズ向けSHOP。洋服・おもちゃ・雑貨など豊富な取り
揃え♪【TEL】03-5875-9221【住所】江東区白河1-2-1（清澄白
河駅すぐ）

☆カフェ系☆ ☆習い事系☆

無料託児室つきのカイロプラクティック。予約制。【営業
時間】10:00～20:00【定休】木【TEL】03-3643-5374【住
所】深川2-5-8-1F

毛筆と鉛筆、年中より文字の基礎を学びます。集中力・落ち着き・丁寧さ・注
意力・観察力・持続力が育ちます。HP「江東かきかた宝」で検索。金曜と土
曜（月３回）福住1-14-5　ｺｰﾎﾟ向403号室　090-9006-0693（高橋）

壮快カイロプラクティック

☆子育て支援施設☆

研修を受けたボランティアが、先輩ママの温かな目線
で、週1回2時間程度6回を目安に無料で訪問。お話した
り（傾聴）お出かけしたり（協働）お子さんの相手をして子
育てを応援します。.お気軽にご利用下さい。【TEL】090-
2162-8835★電話でお問合せ、お申込みを★【HP】
http://www.homesutartkoto.com【Email】
mail@homesutartkoto.com

☆SHOP系☆

元保育士・助産師・教師が自主運営する子育てサロンで
す。木育推進で木のおもちゃがズラリと並ぶサロンは毎
日開室。子どもの発達が気になる時、育児の不安、それ
に少し愚痴りたい時など、いつでも来てください。ここは
子どもの成長をみんなで見守るサロンです。また、家で
も気軽に親子で遊んで欲しいから木のおもちゃのレンタ
ルもしていますので、どんどん活用して下さい。℡080-
5063-6500

キッズランド亀戸店 亀戸・大島

食事も出来てママも楽しめる子供の遊び場が亀戸に誕生！
【営】11:00～19:00【住】亀戸2-37-2 ☎03-6807-0581

Organic Cafe LuLu  門仲・東陽

くつを脱いでくつろげるカフェ♪ベビーメニューも豊富！【営業時間】平日11
時～19時、土曜日9時半～19時【定休】土曜（隣接スクールのカレンダーに
順ずる）、日曜、祝日【TEL】03-5809-9922【住所】木場5-6-30

MARCO 門仲・東陽

サッカーをテーマにした、カフェ＆ダイニング、子連れにも優しい
カフェ♪おむつ台有、ベビーチェア＆ソファ席有【定休】月曜
【TEL】03-5875-8908【住所】門前仲町1-12-7

Outdoor Cafe テント 門仲・東陽

木場駅徒歩一分。裸足でくつろげる人工芝のカフェ。お子様・赤
ちゃん連れ大歓迎！おむつ台あり。全時間帯貸切可【住所】江
東区木場2-18-14Seaplace7階【TEL】03-5875-9560（不定休）

極真カラテ教室「新極真会・千石道場」 門仲・東陽

❤発行：江東親子イキカレネット
　【Email】ikicalekoto@gmail.com
　【代表】池野 杏子（あんちゃん）
　【編集スタッフ】ななちゃん・どえちゃん・さっちゃん
                   まゆちゃん・あいちゃん・ゆいちゃん

・イキカレは、江東区在住の、未就学児（小学校入学前）の子どもを持つ、ママボランティ
アメンバーにより、毎月編集・発行しております。
・掲載情報は、編集部で審査を行い、信頼できる情報やサービスを掲載すべく努力してお
りますが、イベントへの参加などについては、読者様ご自身の責任でご利用くださいます
よう、よろしくお願いいたします。

❤イキカレ配布場所（順不同）

【公的施設】みずべ（子ども家庭支援センター） 5か所、江東区役所＆
出張所、グランチャ東雲、文化センター/青少年センター、図書館/児
童館、保健所/保健相談所、深川東京モダン館

【保育園・幼稚園】区立保育園＆幼稚園、認定こども園文化教養学
園、神愛保育園、マミーナ門前仲町園、双葉幼稚園、東京YMCAイン
ターナショナルキッズガーデン

【助産院・病院】石村助産院、すこやか助産院、坂井医院、笠井小児
クリニック、竹内小児科医院、さるえ子どもクリニック、本田医院,、お
かの小児科、こどもクリニックさとう、エリゼこどもクリニック

【SHOP・CAFÉ】mamma café 151A、Organic Cafe LuLu、MARCO（マ
ルコ）、Oink＆kids in Style、シュベーネ冬木店、壮快カイロプラク
ティック、ミニマム minimum(美容室）、スタジオクレアール、hair salon
ポコイ

【掲載団体】子育てサロンすくすく、Music Together Legato、産後ケア
はイマココ・クリエイト、ふでともかきかた教室、モードプラス ピアノ＆
リトミック、など他多数

木場公園前に位置し、生産者の思いがこもった新鮮素材をその
まま活かした安心で安全な料理を提供するカフェ。ドリンクや自
家製デザートも充実♪【住】江東区平野3−4−6

おかあさん、ありがとう

5月は母の日。皆様、毎日お疲

れ様です。お子さんのはじめて

は、ママになったあなたにもはじ

めて❤楽しんで素敵な時間をす

ごせますように！

（編集長あんちゃん）


