
おやこ大学も

て様々な

軽減することもあるかもしれません

マさんの子育てを応援したいと考えています

きたいと願っています♪

 

第１回目

 

第

第

第

おやこ大学も

て様々な活動されている方もいらっしゃいます。子育ての不安や心配

軽減することもあるかもしれません

マさんの子育てを応援したいと考えています

たいと願っています♪

対 象

  

定 員：

講 師

会 場：

その他：

 ＊

※お車のご利用について：大学

回数・日時

第１回目 4

 10：30～

第 2 回目 5 月

10：30～

第 3 回目 5 月

10：30～

第 4 回目 5 月

10：30～

獨協大学地域と子どもリーガルサービスセンター主催

おやこ大学も 23 回目を迎えることになりました。

活動されている方もいらっしゃいます。子育ての不安や心配

軽減することもあるかもしれません

マさんの子育てを応援したいと考えています

たいと願っています♪

象：  3～

 (※4

員： 親子

師： 保健師、

埼玉県子育て

場： 獨協大学地域と子どもリーガルサービスセンター

その他： 上記対象以外の方は要相談

＊ オプション

電話：０４８－９４６－１７８１
※お車のご利用について：大学

回数・日時 

4 月 26 日（火）

～12：30 

月 10 日（火）

～12：30 

月 17 日（火）

～12：30 

月 31 日（火）

～12：30 

獨協大学地域と子どもリーガルサービスセンター主催

回目を迎えることになりました。

活動されている方もいらっしゃいます。子育ての不安や心配

軽減することもあるかもしれません

マさんの子育てを応援したいと考えています

たいと願っています♪   

～6 か月前後

4 回すべてのプログラムに参加できる方

親子 10 組（事前申し込み

保健師、栄養士

埼玉県子育てアドバイザー

獨協大学地域と子どもリーガルサービスセンター

上記対象以外の方は要相談

オプション 一緒に学んだ仲間と集まって何かしたいな…を企画します。

《主催・問い合わせ・申し込み受付》

獨協大学 

〒

電話：０４８－９４６－１７８１
※お車のご利用について：大学内は原則入講禁止ですが、必要な方はご相談にのりますの

日（火） 

 

タッチケア（ベビーマッサージ）

持ち物：

※オイルを使うマッサージではありません。

日（火） 

 

産後ヨガ

持ち物：

※じゅうぶんな更衣場所

い服装でのご参加をお願いいたします。

日（火） 

 

離乳食について

元公立保育園栄養士さんからのお話とアドバイス

日（火） 

 

絵本の楽しみかた

お子さんのお気に入りの本があればご持参ください

獨協大学地域と子どもリーガルサービスセンター主催

2016 年度

回目を迎えることになりました。

活動されている方もいらっしゃいます。子育ての不安や心配

軽減することもあるかもしれません。おやこ大学は、遊びや学び、お友たち作りを通して、

マさんの子育てを応援したいと考えています♬そして、

か月前後の赤ちゃんと初めて子育てを経験するママ

回すべてのプログラムに参加できる方

組（事前申し込み

栄養士、ヨガインストラクター、

アドバイザー

獨協大学地域と子どもリーガルサービスセンター

上記対象以外の方は要相談

一緒に学んだ仲間と集まって何かしたいな…を企画します。

《主催・問い合わせ・申し込み受付》

 地域と子どもリーガルサービスセンター

〒340-0041 

電話：０４８－９４６－１７８１
内は原則入講禁止ですが、必要な方はご相談にのりますの

プログラム

タッチケア（ベビーマッサージ）

持ち物：バスタオル・あかちゃんの飲み物

※オイルを使うマッサージではありません。

産後ヨガ ﾖｶﾞｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰから教えていただきます

持ち物：ヨガができる服装

ブランケット

※じゅうぶんな更衣場所

い服装でのご参加をお願いいたします。

離乳食について 

元公立保育園栄養士さんからのお話とアドバイス

絵本の楽しみかた

お子さんのお気に入りの本があればご持参ください

獨協大学地域と子どもリーガルサービスセンター主催

 

 

 

              

年度 第

 

回目を迎えることになりました。修了生のみなさん

活動されている方もいらっしゃいます。子育ての不安や心配

大学は、遊びや学び、お友たち作りを通して、

♬そして、みんなで「子育てしやすい環境」を

 

の赤ちゃんと初めて子育てを経験するママ

回すべてのプログラムに参加できる方

組（事前申し込み・先着順）

、ヨガインストラクター、

アドバイザー、当センタースタッフ

獨協大学地域と子どもリーガルサービスセンター

上記対象以外の方は要相談。 

一緒に学んだ仲間と集まって何かしたいな…を企画します。

 

《主催・問い合わせ・申し込み受付》

地域と子どもリーガルサービスセンター

0041 草加市松原

電話：０４８－９４６－１７８１  FAX
内は原則入講禁止ですが、必要な方はご相談にのりますの

プログラム 全

タッチケア（ベビーマッサージ）

バスタオル・あかちゃんの飲み物

※オイルを使うマッサージではありません。

ﾖｶﾞｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰから教えていただきます

ヨガができる服装（ヨガは裸足で行います

ブランケット 2 枚、お持ちであればヨガマット

※じゅうぶんな更衣場所がありませんので、更衣しや

い服装でのご参加をお願いいたします。

 

元公立保育園栄養士さんからのお話とアドバイス

絵本の楽しみかた 

お子さんのお気に入りの本があればご持参ください

獨協大学地域と子どもリーガルサービスセンター主催

              

第 1 期 

修了生のみなさん

活動されている方もいらっしゃいます。子育ての不安や心配

大学は、遊びや学び、お友たち作りを通して、

みんなで「子育てしやすい環境」を

の赤ちゃんと初めて子育てを経験するママ

回すべてのプログラムに参加できる方優先

）＊無料 

、ヨガインストラクター、 

当センタースタッフ

獨協大学地域と子どもリーガルサービスセンター

一緒に学んだ仲間と集まって何かしたいな…を企画します。

《主催・問い合わせ・申し込み受付》

地域と子どもリーガルサービスセンター

草加市松原 1-1-10

FAX：０４８－９４６－１７８２
内は原則入講禁止ですが、必要な方はご相談にのりますの

全 4 回 

タッチケア（ベビーマッサージ） 

バスタオル・あかちゃんの飲み物 

※オイルを使うマッサージではありません。 

ﾖｶﾞｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰから教えていただきます

ヨガは裸足で行います

お持ちであればヨガマット

がありませんので、更衣しや

い服装でのご参加をお願いいたします。 

元公立保育園栄養士さんからのお話とアドバイス

お子さんのお気に入りの本があればご持参ください

獨協大学地域と子どもリーガルサービスセンター主催

               

 

修了生のみなさんの中には、

活動されている方もいらっしゃいます。子育ての不安や心配も、共有できる仲間がいることで

大学は、遊びや学び、お友たち作りを通して、

みんなで「子育てしやすい環境」を

の赤ちゃんと初めて子育てを経験するママ 

優先) 

当センタースタッフ 他 

獨協大学地域と子どもリーガルサービスセンター 

一緒に学んだ仲間と集まって何かしたいな…を企画します。

《主催・問い合わせ・申し込み受付》 

地域と子どもリーガルサービスセンター 

10 

：０４８－９４６－１７８２
内は原則入講禁止ですが、必要な方はご相談にのりますので遠慮なく申

＊ 

＊ 

ﾖｶﾞｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰから教えていただきます 

＊ 

＊ 

ヨガは裸足で行います） 

お持ちであればヨガマット 

がありませんので、更衣しやす

＊ 

＊ 元公立保育園栄養士さんからのお話とアドバイス 

＊ 

＊ お子さんのお気に入りの本があればご持参ください 

獨協大学地域と子どもリーガルサービスセンター主催 

は、自主グループを

も、共有できる仲間がいることで

大学は、遊びや学び、お友たち作りを通して、

みんなで「子育てしやすい環境」を

 

一緒に学んだ仲間と集まって何かしたいな…を企画します。 

 

：０４８－９４６－１７８２ 
遠慮なく申し出て下さい。

内容

＊ 赤ちゃんとのふれあい

＊ 母子関係の安定

＊ ママの体調を整える

＊ ママのリフレッシュ

＊ 離乳食のすすめ方

＊ 離乳食の相談

＊ 絵本紹介・読み聞かせ

＊ 図書館の利用法ほか

自主グループを作っ

も、共有できる仲間がいることで

大学は、遊びや学び、お友たち作りを通して、しんまいマ

みんなで「子育てしやすい環境」をつくってい

 

 
出て下さい。 

内容 

赤ちゃんとのふれあい

母子関係の安定 

ママの体調を整える 

ママのリフレッシュ 

離乳食のすすめ方 

離乳食の相談 

絵本紹介・読み聞かせ

の利用法ほか 

作っ

も、共有できる仲間がいることで

しんまいマ

つくってい

赤ちゃんとのふれあい 

 

 

絵本紹介・読み聞かせ 

 


