
月 火 水 木 金 土 日

１

２
サロンゆるっと
(10:00-15:00）
アロマとハーブの
会(10:30-12:00)
絵本読み聞かせ会
(13:00-13:30)
なにしよっかクラ
ブ(16:00-17:30)

３ ４
子どものまちの
本棚
(10:00-17:00)

５
放課後自由クラ
ブ(16:00-17:30)

６ ７ ８

９
サロンゆるっと
(10:00-15:00）
なにしよっかクラ
ブ(16:00-17:30)

１０
家庭科クラブ
(16:00-17:30)

１１
子どものまちの
本棚
(10:00-17:00)

１２
子育てよろづサ
ロン(10:00-13:30)
絵本読み聞かせ
隊(11:10-11:30)
かんたん楽しく
キラキラ体操！
(12:30-13:00)
放課後自由クラ
ブ(16:00-17:30)

１３
作りおきの会
(10:30-12:30)
あそぶまなぶ
(16:00-17:30)

１４ １５

１６
さきちゃんちで
遊ぼう！
(13:30-15:30)

１７
Thank you & Go Go
サロン(10:00-
13:00)

１８
子どものまちの
本棚(10:00-17:00)
自然食おかずの
会(12:00-14:00)

１９
放課後自由クラ
ブ(16:00-17:30)

２０
マチイク子ど
も食堂(17:30-
19:00)

２１ ２２

２３
サロンゆるっと
(10:00-15:00）
夏休み“親子の自
由研究”
(10:30 -12:30)
なにしよっかクラ
ブ(16:00-17:30)

２４
Thank you & Go Go
サロン(10:00-
13:00)
Let’s talk about 
parenting in 
Japan!(11:00-
12:00)

２５
子どものまちの
本棚(10:00-17:00)
布小物づくり
(13:00-17:00)

２６ ２７
あそぶまなぶ
(16:00-17:30)

２８ ２９

３０
サロンゆるっと
(10:00-15:00）
なにしよっかクラ
ブ(16:00-17:30)

３１
Thank you & Go Go
サロン(10:00-
13:00)

【さきちゃんち お問い合わせ先】
URL: sakichanchi.org TEL:050-5539-3614  Mail: sakichanchi@gmail.com
Facebook：https://www/facebook.com/sakichanchi
【さきちゃんち 住所】文京区小石川３丁目３６ー１４ ２階

月７

（なにしよっかクラブ
千葉にてキャンプ
*申込は締め切りました)

sakichanchi.org
mailto:sakichanchi@gmail.com
https://www/facebook.com/sakichanchi


２
（月）

アロマとハーブの会
Pick Up! 定期サロンの紹介

１３（金）
作りおきの会

放課後自由クラブ５（木）

１３ あそぶまなぶ
（金）

10:30~11:30~各30分程度、季節のアロマテラピー、
ハーブを学びながら免疫力アップ！２歳児子育てママ
（いずみさん）と小学生ママ（香織さん）が行うプチア
ロマ＆ハーブ講座です。アロマスプレーやバスボムなと、
毎回お土産クラフト付き！赤ちゃん、お子様連れ大歓迎。
学生さん、男性も大歓迎。参加費500円（寄付金込み）。
申込はaroma0akari@gmail.comまで。

Thank you & Go Go 
サロン

子育てよろづサロン１２（木）
お茶を飲みながら、ゆったり子育て。現役看護師
に子育てについての相談ができます。無料。絵本
の読み聞かせ隊もやってくるよ！

10:00~13:30
16:00~17:30
放課後自由クラブはその名の
通り、自由に過ごせる時間帯
です。誰でも遊びに来られま
す♪見守り大人も大募集！

１２
（木）

10:00~13:00
子育て中の方が集まるサロンです。特に仕
事や家事と子育てとの両立について話をし
たい方は是非。お互いにみまもり合って、
自分時間を作るという試みも行います。

16:00~17:30

１７（火）

クックパッドさんがプロデュースしているおうちレッス
ン。こちらのスピンオフ企画として大人気の「作りおき
の会」をさきちゃんちにて開催します♪みんなで一緒に
３日分の作りおきの料理を作っちゃおうという、夕飯の
支度がちょっと楽になっちゃう企画です。子ども連れで
よそのおうちでのレッスンは心配という方にも、さき
ちゃんちならチャンスです！定員４名ですのでお早めに
お申し込み下さい。参加費2500円(材料費)(別途寄付金
100円~)。詳細・お申込はこちらから。
https://blog.ouchi-
lesson.com/entry/2018/06/22/140312

10:30~12:30

２０（金）
マチイク子ども食堂

17:30~19:00
子どもが一人でも参加できる、子ども食堂
です。子ども無料、大人300円、会員制。

２７
（金）

歌ったり、ゲームをしたり、身体を動かした
りしながら、英語に自然と親しみ、国際理解
のワーク等を通じて視野を世界に広げます。
対象は小学生。参加費１回300円。申込は、
koishikawawb@gmail.comまで。

（日）
自然食おかずの会

簡単なビーガンのおかず教室。主食と箸、筆記具、飲み物
持参を。500円。申込はyyrawwednesday@gmail.com

１８（水） 12:00~14:00

２４（火）

１９
（木）

10:30~12:00

家庭科クラブ
（火） 16:00~17:30
小物作り、お菓子作りなどに興味がある子は遊び
に来てね。申込はnanishiyokka@gmail.com迄。

１０

２４（火）
Let’s talk about parenting 
in Japan!

Let’s talk about parenting in Japan. Share your ideas 
with other parents. Venue: Sakichanchi (Koishikawa
3-36-14-2F, Bunkyo-ku, Tokyo) 

11:00~12:00

夏休み“親子の自由研究”
10:30~12:30

クックパッドさんがプロデュースしているおうちレッス
ン。夏休みの企画として初の“親子の自由研究”を開催し
ます★今回のテーマは「チーズについて」。チーズの種
類や原料、作り方を勉強し、最後にみんなでチーズ作り
を研究しちゃいましょう♪夏休みの親子の思い出作りや、
自由研究のネタとして是非オススメですよ〜！先着小学
生親子４組ですのでお早めにお申し込み下さい。参加費
1000円(別途寄付金100円~)。詳細・お申込はこちらか
ら。https://blog.ouchi-
lesson.com/entry/2018/06/22/140317

２３
（月）

３１（火）

なにしよっかクラブ

子どもたちの「やりたい」を実現する場「な
にしよっかクラブ」。小学生が自分たちがや
りたいことを考えて、どうすればよいか話し
合って、実現しています。スタッフ（こども
のおとも）はサポートに徹します。参加費は
無料。時々、お出かけ企画も開催します。
初めてご参加の方は事前にご連絡ください。
nanishiyokka@gmail.com

16:00~17:30
２（月）

９
（月）

２３
（月）

３０
（月）

１６
（月祝）

さきちゃんちで遊ぼう！

さきちゃんちにある色んなもので、
子どもたちの遊びたい事に合わせて
遊ぶことができます。小学生を中心
に気軽に遊びにきてください。

13:30~15:00

かんたん楽しくキラキラ
体操！１２（木） 12:30~13:00

詳細は後日HPに掲載予定です。ちょっと待っててね。


