
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

❶メール・電話での相談について 

メールでのご相談：kkn.1997@gmail.com（NPO法人京都子育てネットワーク） 

電話でのご相談：０７０－５３４７－５３７０（月～金・祝日除く 13時~15時）親子の居場所づくり相談室 

❷アドバイザー派遣について（無料） 

「なんだか活動がしんどくなってきた…」という漠然とした悩みから、新規サロンの立ち上げ、運営ノウハウ、助成

金獲得のコツ…などの具体的なご相談にも応じます。 

❸講座講師派遣について⇒詳細は 2枚目以降に掲載（講師謝金無料、交通費・材料費別途必要） 

「参加者が減ってきたのでイベントを開催して活動を盛り上げたい」「参加者同士のつながりをもっと深めて仲間づく

りをしたい」「活動内容がマンネリしてきたので、これからの参考にしたい」「スタッフ研修として行いたい」などの

目的がある時にご利用いただけます。事前に目的をお知らせください。 

❹物品貸し出し⇒詳細はお問い合わせください（無料） 

保育所より遊具・紙芝居・ペープサートなどお借りできます。搬出入は各団体にてお願いします。 

❺その他 

・研修会の講師：≪テーマの例≫「居場所作りの極意」「仲間づくりを促すファシリテーション研修」など 

・団体やグループ同士の交流会及び助言者など 

 

 

アドバイザー等を派遣させていただく流れ 
 

 

親子の居場所づくり相談室 
～アドバイザー・講座講師 無料派遣～ 

      

京都市社会福祉協議会委託事業 

運営：ＮＰＯ法人京都子育てネットワーク 

楽しい居場所づくりを！運営の困りごとなどを一緒に解決しましょう。 

 

 

 

about:blank


 

 

☆:★：☆：★❸講座講師派遣メニュー☆:★：☆：★ 

講座 講師団体名 講座の内容     

ママのカラダを動かして元気にしたい講座     

 かんたんバレ

エ 

 エクササイズ

『バレトン』 

 

 ボディースパ

ークリング 

 

育児や家事で丸くなった背中をまっすぐキレイ 

日々のストレス解消・リフレッシュ 

1 バレエ・ヨガ・フィットネス 3 つの要素を取り入れた有酸素運動 

2 インナーマッスルに意識をし、全身の筋力バランス向上 

3 バレエのポーズで優雅な動きを 

4 姿勢チェック  

ママの輝くキレイと元気応援♡ 

クラシックバレエをシンプルな動きにアレンジされた『バレトン』。どなたでもチ

ャレンジしていただけます。 

家族の元気はママの元気から！ 

自分のための「キレイと元気の時間」を作ってみてはいかがでしょうか？  

    

 ママのための 

 ヨガセラピー 

まんまるヨー

ガ 

子育て中のママの心と身体を健やかに♪ 

   ①ママのためのリラックスヨガ →ゆったりヨガで心と身体をほぐします 

   ②親子ヨガ → 3 歳～お子さんとママのヨガ 親子で一緒にヨガ 

   ③ベビーマッサージ → 赤ちゃんとママの触れ合い♪ 

＊上記の一つをお選びください。 

    

 シンギングボ

ウルで  

 エナジーチャ

ージ！！ 

京一倫 不思議な癒しの音色を発するシンギングボウル！！そこから発せられる高い波動の

倍音によって、心身の解放だけでなく、細胞も活性化され、エナジーチャージも同

時にできます。子育てがんばっているママにこそ、ご自分のために、至極のリラッ

クスタイムをプレゼントしてあげましょう！ 

１ シンギングボウルの波動の実験を見てみよう！！ 

２ シンギングボウルに触れてならしてみましょう！！ 

３ シンギングボウル演奏タイム ～子どもさんも一緒にママと横になって、シン

ギングボウルの音色に癒されましょう～ 

 

ママの為の疲

れ知らずの 

身体を手に入

れる 

簡単セルフケ

アレッスン 

Live Laugh 

Love 

 

3 日坊主のズボラな私でも続けられるセルフケアをお伝えします。 

ママが快適な毎日で笑顔で過ごせることが、子供にも 1 番の幸せ。忙しいママが

自分自身をケアする事で、幸せがあるれてお家の太陽になれますように  

 

 

ママへの癒し

タイム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｔｗｉｎｋｌ

ｅ 

①肩マッサージ②ハンドマッサージ③ポイントメーク 

①②は講師がさせていただくこと、ママ同士の交流としてのやりあいっこのパター

ンができます。③は講師がさせていただきます 

普段、子育てをしているとつい自分のことは後回しにしがちです 

しっかりと自分にもご褒美を与え、今後の育児を楽しみながら行っていただくための

癒しタイム となるよう お話しさせていただきます 

①②③いずれもこちらで材料を用意します 

ご自宅ではお手持ちのものを使って行っていただくので大丈夫です（専用のものを用

意していただく必要はない という意味です） 

①②は ママ同士、人に触れる、触れてもらうことでどのような気持ちになるか、誰か

に感謝を伝える、言われることで 満足感がお互いに発生することもお伝えできたらと

思います。③は みなさんの前で変わること が、周りからの注目をあびること、ママの

笑顔が何よりも子どもにとってのご馳走だということをお伝えできたら と思います。

主にアイカラーを想定していますが、眉毛の印象が変わるだけで人に与える印象も変

わる ということをお伝えします 

ご希望があれば、ご自身のメーク道具をご持参されるのもありだと思います。 

 



 

 

【笑って子育

て:笑いヨガ】 

び～んずベビ

ー教室 

「笑い体操」と「ヨガの呼吸法」を組み合わせたところから「笑いヨガ」が誕生。

笑いで酸素をたっぷり取り入れることにより、心身ともにリフレッシュ。笑いヨガ

には難しいポーズはありません。幼い子どもさんから、ご高齢の方まで、どなたで

も簡単に笑えます。なんと「笑いヨガ」は有酸素運動で１分間の大笑いは、10 分

間のジョギングに匹敵する有酸素運動ですね～。お子さんと大笑いをし、ハッピー

な気持ちになりましょう～♪ 

 

 

 

親子の触れ合いを楽しむ講座 
 

    

ベビーマッサ

ージで 

毎日をもっと

Ｈａｐｐｙ 

Ｃｈｉ－ｏｎ ベビーマッサージは、ママやパパがお子さんに「大好き♪」を伝えることができ

る、とっても素敵なコミュニケーションツールです。 

 ママやパパの手から伝わるあたたかさや刺激は、赤ちゃんにとって良い効果が

たくさん！！心身や脳の発達を促したり、お腹の調子を整えたり、夜泣きが落ち

着いたり…何より、赤ちゃんとのふれあいがとっても楽しいひとときです。たく

さんある手技から、毎日の生活で取り入れやすい手技をレッスンします。 

 また、レッスン修了後、ご希望の方にはプロリフレクソロジストのかくどうが

施術する「プチ癒やしの時間」付き。15 分程度のハンドトリートメントもしくは

リフレクソロジーをお選びいただけます。（参加者さまが多い場合は事前にご相

談ください。） 

 

 ビースキンケ

ア講座 

Ｃｈｉ－ｏｎ ベビースキンケアは、お肌のケアを通じてスキンシップを楽しむ講座です。 

 ・カラダの洗い方講座 

 ・プルプルお肌を守るための講座 

 ・日やけ対策講座など、大人にも応用可能な内容です。 

 主に、スキンケアの方法や、スキンケア剤の選び方などをレッスンします。 

 また、妊婦さん向けに妊娠線予防とお腹の赤ちゃんとのコミュニケーションを楽

しむ「マタニティスキンケア」講座もご用意しております。 

 約 1 時間～1 時間半ほどの内容です。  

 

    

たかが絵本・ 

されど絵本～ 

「絵本の魅力

再発見！」 

絵本ＬＯＶ

Ｅ。 

絵本を使った読み遊び、ブックトーク、ワークショップ等(場合によってはパネル

シアターも㈲)  

「絵本・ことば・子ども」をキーワードに、内容は対象やご要望に応じて、自由自

在に組み立てます。 

単なる読み聞かせに留まらず、本格的な朗読のスキルアップの講習や、コミュニケ

ーションワーク等、幅広く対応出来ますので、何でもお気軽にご相談下さい♪ 

    

英語リトミッ

ク＆英語歌遊

び 

 

bluesky 

Engllishi(ブ

ルースカイイ

ングリッシ

ュ)英語リト

ミック・子ど

も英語教室 

1 ピアノ演奏に合わせて、英語でリトミックをします。 

歌を歌ったり、打楽器や小道具(持って行きます)を使ってリズムをとったり、英語絵本

の読み聞かせ、簡単な英語でのやり取りもします。 

2 打楽器などは使わず、英語の童謡を歌ったり、絵本の読み聞かせもします。 

※両方キーボードを持込させてもらいます。もしくは、会場にある場合は知らせてい

ただけると助かります。 

英語に触れて楽しめるようなことがしたい。。リトミックをやってみたい。。そうい

う方にピッタリの、英語と音楽の要素がたっぷりです。 

一緒に歌って、体を動かして、楽しい時間を過ごしましょう！ 

 



 

 

ママが学んで＆しゃべって楽しむ講座 

 

    

 子育て応援！ 

   カラーセ

ラピー講座 

ｷｭｰﾋﾞｯｸ・ 

ｶﾗｰｾﾗﾋﾟｰ 

「こころん」 

①キュービック・カラーセラピー・グループワーク 

あなたの選んだこころの色をもとに、初めての方同士の仲間作りや、ご自分の持ち味

の生かし方など、テーマに応じた参加型のワークです。 

②パステルアート体験、あなたに必要な色を使ってパステルで癒し作品つくります。

絵は苦手な方でも大丈夫、こころのリラックス、デットックス効果あります。 

③親子むけの 3 才からできるキュービック・マム体験（2 組以上４組まで） 

  お子さんが選んだ色から「心もよう」に気づいて、個性をいかした子育てを 

応援するプログラム  

 

    

 赤ちゃんの脳

と身体～元気

な身体をつく

る子育て～ 個

別育児相談会 

赤ちゃん lab ①赤ちゃんの脳と身体 ～元気な身体をつくる子育て～ （セミナー） 

夜になかなか寝ず、寝てもすぐに起きてしまう、 ごはんを食べない、寝返りをしな

い、 抱っこしていないとずっと泣いている･･･。育児中、こんなお子さんの姿はあり

ませんか？実は、こうした行動にはすべて理由があるんです。 

本セミナーでは、人の脳や身体の仕組みから、子どもたちの「 困った！」行動を解決

するヒントについてお話します！ 

さらに、子どもたちの身体の歪みや緊張（筋肉の突っ張り） をほぐし、健やかな身体

をつくる体操をご紹介します。（ ベビーマッサージとは少し異なります。） 

②個別育児相談会（個別相談） 

 育児に関わるどんなことでも相談応じます。また、お子さん一人ひとりの身体を触

診し、個々の状態に合わせ、歪みや緊張をとる体操を施します。 

＊基本的には、①の参加者の方の中で希望される方に②を行います。ただし、場合に

よっては①のみ、②のみでも受け付けます。ご相談ください。 

現在、他の場所でも育児中の方を対象に上記のようなセミナーを行っています。 

セミナー受講後、参加者の方達がそろって口にする言葉は、「もっと早く知りたかっ

た～～！」でした。どうやら、「知っている」と「知らない」の間には、想像以上に

大きな差があるようです。 

子どもたちの健やかな成長と、今以上に楽しい育児を目指して、一緒に学んでいきま

しょう！どんなささいなことでも、気軽に相談してくださいね！ 

 

    

 【ベビーサイ

ン◆体験】 

び～んずベビ

ーサイン教室 

ベビーサインとは、おしゃべりができるようになる前の赤ちゃんが「ママおなかすい

たよ」「ママここ痛いの！」など、手話やジェスチャーで教えてくれる素敵な育児法で

す。チョットした【コツ】で出来ちゃうと、あ～ら不思議♪「何で泣いてるの？何が

いいたいの？」なんて事が嘘のように赤ちゃんの言いたいことがわかるのです。「感

動子育て」って言われます♪ 

■対象：妊婦さん～2 歳前後のお子様とママ 

    (2 歳以上の方が多い場合は、その旨お知らせください) 

我が子をベビーサインで育て「楽しい～」と思える事が沢山ありました。寝言でベビ

ーサインをしたときには驚きましたが、息子の夢が見られてジワ～と嬉しくて、感動

したことを覚えています。そんな私が、わかりやす～くエピソードを交えながら進め

て行きます。言葉の発達に良い影響があるベビーサイン！気持ちが通じる育児しまし

ょうね～♪ 

 

    

 

 

 

     



 

 

ママが作って楽しむ講座 

 手形アート＆

ポーセラーツ 

 ＆リボンワー

ク 

tout le 

monde 

chouchou 

お子様の成長を楽しく記念に残す！ 

ただ残すのではなく可愛く、なおかつ使えるものなどに残す。 

そうすればいつも目にすることができて、お子様の成長をより感じることが 

できるのです。 

おじいちゃんやおばあちゃんへのプレゼントにも最適♪ 

楽しい時ばかりではない子育て。 

だからこそ、それを少しでも楽しいものに変えてほしい。そんな思いがつまった

手形アートを通して、お子様を愛おしいと感じられる瞬間を作るお手伝いができ

ればと思っております。 

    

 あのトキをカ

タチに 

Ｌｏｖｅ Ｐｈ

ｏｔｏ 

こどもの写真は撮るけど、カメラやスマホ、パソコンに入れたまま。それではもった

いない！プリントして、こどもがいつでも見れるよう、愛情たっぷりのジャーナルと

ともに、いつまでも綺麗なアルバムを作るサポートをします。写真を貼るだけで可愛

くなるアルバム、細かい手作業をして作るアルバム、お子さんと一緒に楽しめるカー

ド作りなどをご用意します。 

☆カメラカード（30 分、500 円） 

☆フォトカード（同上） 

☆フォトフレーム（50 分、1000 円） 

☆ペーパーフレーム（1 時間、1000 円） 

☆フォトアルバム（1〜2h、1500 円） 

カメラやスマホのシャッターを押すのはどんなトキ？泣いた顔、怒った顔、笑った

顔、寝てる顔、歯が生えたトキ、歩いたトキ、、。そんな素敵な写真、そのままにし

ていませんか？カメラやスマホに入れたままでは、お子様は好きな時に見られませ

ん。写真にプリントして、カタチにしませんか？ 

愛情たっぷりの手描きの文字とともに、いつまでも綺麗なアルバムを作りましょう♪ 

    

 親子で楽しむ

アロマ時間♪ 

親子の時間 な

ないろ 

親子でコミュニケーションを楽しみながら行うアロマクラフト作り♪香りを感じ、色

の変化や感触を一緒に楽しみながら制作しましょう。帰ってからもまた自作のクラフ

トを使う楽しみも☆ 

①発泡バスボム 300 円 

②アロマスプレー(虫よけスプレー、ルームスプレーなど) 800 円～ 

③手ごね石鹸 500 円 

④親子マッサージ 500 円 

などその他ご希望にそってアレンジ可能です。 

お子様も使えるナチュラルな素材を使って、毎日の暮らしに使えるアロマクラフト作

ります♪ 

実験のように楽しみながら混ぜたり捏ねたり、感性のおもむくままに好きな色や形を

作ったり。 

自分で作ったクラフトを使うのは嬉しいもの。 

お子様と過ごす時間がより楽しくなる、健やかに笑顔あふれる毎日になるようにアロ

マクラフトを通して子育て中のママを応援しています♪ 

    

以上１６講座 

 

 

 


