
平成23年庁　山梨県児童家庭諌協働事案（終了活計）ウィルパーティ州Lチャー教室「惨じ助のいっぽ」

ママに訴すす助！？しママ

1〝im勒ri
ウィルパーティ

／卜情報4日吉
子育てに必守谷のlさ
「ふれあいと仲間と訊しゃべりとゆとり」

ウィルパーティは、ママが惇っとでき

る嶋を提供し、ゆとりある子育てを

様々窃角度から訴手伝いしきす。

ウィルパーティホームページ

h巾‥〝willpd巾・jp／選
イベント情報がいち早く計れ手す。
イベントの申し込みがで宣さす。　　　回
講師情報載ってさす。 ホームページ

十十　　　∵

子育て情報1ログ更新中J
h什p：／／dmeblo．jp／WHpdrlY／

フェイスフックもやってさす！

問い合わせ先
ウィルパーティ手指局
TEL：090－47231793

（受付時間IO時～I8時）

《ウィルパーティ子育てサークル新規メンバーを募集し手す！》
私たちのサークルは、限りある子どもとの時間を大切に過ごしたいというママの
気持ちでいっぱい少子どもの気持ちにじっくり向き合い、やりたいと思ったらやっ
てみるはいう感じで活動しています。月に2、3回の室内活動と週に数回の屋外
活動。室内ではママのおしゃべりタイムや運動遊び、制作や絵本の読み聞かせな
ど（参加費1回500円）。屋外では、夏は水遊び、冬はたき火など自然を五感で感
じながらの自由遊び（参加無料）。活動場所は、大体が風土記の丘周辺。参加は
もちろん自由。強制されない、でもいつでも待っていてくれる、そんな場所です。
アメーバブログ「山梨子育てサークル＆イベント」でも活動内容を公開中！
サークル内ではちょっとした悩みを相談し合ったり、育児アドバイスをもらうこ
ともしばしば。ただ一緒に悩んでくれる、それだけで癒されることもありますよ
ね。子どもの成長を見守ってくれるだけでなく、一緒に子育てをしてくれる強力
なサポーターにもなってくれるんです。かけがえのない子どもとの時間を大切
に過ごしたいママ、子どもの健やかな育ちを仲間と一緒に見守っていきたいマ
マ、子育てを学びたいママ、孤独な育児に行き詰っているママ「一緒に子育てし

ましょう！！」

（育児サークルの会員募集は、毎年4月・9月に実施しています。）
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手ん春る巾着作り

手範害いで時短★まんまる巾着作り！
裏地もついて初心者でもすく、できちゃ
う裏技教えます。おしゃべりしながら
楽しくテクテクしましょう♪
サポートスタッフがいるので、子連れ
でも安心です。
ケーキ＆ティ付き

申し込み・問い合わせ先

090－4723－1793
ウイルパーティ事務局
受付時間10時～18時

8時：ITB（月）IO時～12時
参加買：500円

（ケーキ＆ティー付壱）

走員：7組
蟻所：インター宇コ八ウス山梨番

（甲府市昌囁2－3－日

講師；Hdndemdde柏ne‡零藤震里子
※　こうらのイベントはインターデコハウス山梨さんのショールームイヘントに初祭mの万
優先となります。定員に注した喝盲、初空力］の万を優先させていただきます。こて琢ください。

申し込み・問い合わせ先

ママの鱒鱒域金がたさる」090－4723－1793

法則セミナー

我が家と子供たらの将来、お墓につ
いてなんとなく不安を感じていませ
んか。
「教育費を貯めながら老後資蓋が1
000万円貯まる方法」など、マイ
ナス釜利時代に『お墓がたまる』法
則をプロの先生から学んで、不安を
解消しましょう！

ウイルパーティ事務局
受付時間10時～18時

計酔‖旧（ホ）IO時～日時45分

参加費：無料（ケーキ＆ティー付圭）

場所：甲府市総合市民会館】轄
（甲府市鷺沼3－5－44）

走員：IOも（無料託児あII・亨予約）

講師：ファイナンシャル7弓ン十一河西通有

キッス工マテンウル出張講座　申し込み・問い合わせ先

楽しく歯計が宣J O90－4723－1793
5月開催～虫歯にませ別

規子で楽しみながら歯みがさをし
ましょう！

みがさ方のポイントを指導します。
また、むし遍について、できる原因
と方交置しておくとどうなるかお話し
ます。

l磨宣方認浣‾需票欝

日時：5月日日（水）川時～I2時

参加費：無料

蟻所：スヴァーりエヒュース

（中央市著書8－○）
走員：7組

歯に優しい訴葉子＆ティー何重・仕上げ磨き用歯プラシフしセント

キッス・工マ・宇ンタ絶、
TEL O55（235）6480甲府市相生1－卜22

h竿等蒜宗竿彗払
参加門群書斗l

⑧江間±ん家の教室⑨
4／Il（火）は：00～…4／15（土日3：00－

ホームケアセミナー；■曽びセミナー

★1週間前に参加者がいない場合は中止します★

虎申込み・虎向い合わせ鯵
江州■科排（055－22l－5512）書で。

江問歯科医院
TEL O55（226）5582
甲府市相生1－6－1

郡家軸匪睦言妄三gご…㌫夫
江l■■科で訊明か鯵轟中鯵キYスエマテン
サル2Fで訊手書（○～4■）針目粕川し手
書。手織は江川■科長耗（肪5－2ト5，8Z）手

★■8鴨川鯵ホ向い合わせ下士い★

江Ⅶ鎗科医腕
甲府市相生1－6－1

タロット占い

通常30分3000円のところ、ウイルパー
ティ限定価格30分2000円のセッション

をご用意しました。
この機会に気になっているあれやこれ、
ご自分以外のご家族のこと、何でもお
答えします。お気矧こいらして下さい。
先着順でお好きな時間をご予約できま
す。その後の時間に空きがあればその
場での延長も可能です。

申し込み・問い合わせ先

POOh．aim296＠gmaH．com

O90－1427－7519
飯重　りえ

巳時：lO白（月）27日（ホ）
川幅～川崎30分

嶋所：ちろIIん村2轄
r占いと虚しの小節慶一ひくらし－J

（甲府市場村2－l13）
参加費：I♯30分2000円
正員；IO枠（積数粋予約可）

占い絆：薇重りえ

親子のた助の
訳散歩ウ弓7

日植え酌の春のきZいた田んぼで
遊んでみませんか？
田んぼの中に入ってみたり、
田んぼの周りを歩いてみたり、
生き物をさがしてみたり、
規子でしてみませんか？

凱酔仙削血蝕日加朋

申し込み・問い合わせ先

greenaonon＠gmaH．eom

O90－4724－0976
青野　あや

日時：柑白（火）IO時～I2時
（時間内等らいつでもOKJ）
南天中止

奉加買：無料
走員：○組
場所；南アルつス市
（詳細鯵、申し込みの方にこ連鶉し手書。）

惨びくりん青野あや

耳つぼ賢エり‾　e。■ミ蒜蒜㌶㌍誓。m

J、ンドor足つぼマッサージ　09崇驚8086

春。新生活が始まって、少しすつ
慣れてくる頃、体の不調も表れや
すく、写からの季節の変化で体調
も崩しいやすい時期です。この時
期の体調管理は、もう少し先の暑
い要へのカラダの準備の大切な期
間。昨年末から飛び始めた花粉に
悩まされている方も、引き続きケ
アを。心地よく改善しましょう！

日時：17日（月）IO時半～15時20分
こ鴨才の訴ヰ㈹有言～善さIl遥んで《申込諏くだ士い。
⑨IO：】○⑧l許00章ほ】○
（I人l時間の施術・t■ティータイムより）

参加貫：2500円
（ジ土工IL2徹・耳マヤサージ・耳巾ウンbI一ンケ・

走員：○名
■榊込・織暮手付）

壌所；スヴァーりエヒュース

（中央市著書〇一〇）

講師：Oddg唯事典子／4Y011藤本貴子

『Pスマイルライフ甲府オフィス
イベント開催！　　　　　　子育てママののための
靖を聞きに来ませんか？　　　　　　家書十管理術！

・、・

さユ

一緒に勉強しましょう。

十　千品ユ1謡㌫

甲府市中巨雷雷電和町有集635
T0l：000－8582－5885

E－mall：tpsmlleM○◎opal．0Cn．n0．jp

URL：WWW8．0Cn．ne．jp／一kfp／

場　所：敷島総合文化会館　2階研修室
（甲斐市島上条1020）

定　員：10　名
参加環：無　料　【要予約】

別室託児あり（希望者）
申し込み：ウイルハーテノ享妄言弓

090－4723－1793

AFPファイナンシャルプランナー

代表：小林　晶秀



運動神経を鍛える遊び　090－8941－4798
丹澤　寅子

1歳までに60％、3歳までに80％が完成す日管；写！埜吏7．．＿．．八
①10時10分～II疇30分

封象り義拳（あんさ）～2義る「神経系」人生で最も成長が著しい
享、多くの体験・経験をし脳を胃て子　⑧柑疇～川疇
どもは育ちます。普段の生活から運動　　　　対象：○義一鳩
を取り入れる事によって脳を活性化さ　参加費：1000円
せ将来理想の自分に近づくように親と　定員：lO組（最少開催人歓3組）
して等やれる事を一緒に楽しみません　場所：木の艮サイト（惰報館）
か？（初参加の方優先です。）　　　　（南アルつス市上今婚舐朽〇一I）

講師州PO法人ことも1ラス認走運動爆雷土用膚巨貴子

子育てママののた助の

家計管理術J
一緒に勉強し手しょう

テーマは教育資金を中心とした人生
の三大資釜。親としてお手さまの夢
は力強く後押ししてあげたいもの。
教育はお手さまの可能性を広げる最
高の贈り物です。計画白訓こ教胃資金
を準備していかないと乗り越えられ
ない時代。積み立てで貯める？学資
保険に力□入する？それとももっと賀
い方法があるの？勉強会の中で具体

申し込み・問い合わせ先

090－4723－1793
ウイルパーティ事務局
受付時間10時～18時

日疇；IIB（火）IO時～日時45分

参加費：無料（ケーキ＆ティー何重）

場所：敷島総合文化会館2騒和博室
（甲斐市島上条1020）

定員；IOも（刑責無料託児あり・雷予的）

的な方法をお伝えします。鱗酔7ァイナンシ馴化1ランナー小林晶青

手軽にアロマを楽しもうJ

アロマ芳香剤作り

保精材を優ってアロマ芳香剤を作っ
てみましょう。消臭効果もあって、
さらに香りを楽しめます。
嗅覚を使った体質言多断で、あなたに
ビッグ」のオイルをコーディネイト
します。自然の香りを生活に取り入
れてみませんか。アロマのお話をし
ながら、楽しく作りましょう。

申し込み・問い合わせ先
Vitalavanderia＠gmaH．com

O90－9307－6481
長澤　里花

日時；ZIB（金）IO時～I2時
参加貫：I．200円（材料費込）
正員：○名

托児惇あり手せん肌
キッススペースがあり手書。

場所：スヴァーりエb－ス
（中央市苦言8－○）

講鱒：AEAJ訪走アロマ宇弓ピーインストラクター
TMP認定インスト弓ケタ一　　　　　　　員膚里花

育児サークル
ウィルパーティ

新年度サークルメンバー募集★
につき、オープンデイを開催し
ます！

かけがえのない子供との時間を
大切に過ごしたいママ、子供の
健やかな育ちを仲間と一緒に見
守っていきたいママ、子音てを
学びたいママ、孤独な育児に行
き詰まっているママ
「一緒に子育てしましょう☆」

申し込み・問い合わせ先

080－5価2－8796
泉　弘悪

8時：相、持、2　日IO：00－は：00
（訊烏持参で川：00手でOK）

蟻所：相、2〇日　自然の中で外遊び
（凰土妃の丘隅つレイバーウスペース）
25日健康の仕アネシス事白的ホール
参加費；無料
持ち鞠：暮響え、飲み鞠、（ホ弁塞）、マイ馨
汁物編

ウィルパーティ子育て広場
毎日毎日、子育て訊疲れ様です打

ウィルパーティ子育て広場がスタートし手す！

身も心も疲れているママ達に、ホtyと一息ついこ　りラーyクス出来る時間を用意しさした☆
1人でも大丈夫。ア・γトホーム等広場へ気軽に遊びに来てねU
限定了食のママのパン弓ン千（措円：ドりンウ何重、予約優先）の脹亮もあり手す。

4月TZB（水）・24日（水）　各日川時～T5時

スヴァーりエヒュース（中央市若宮8－6）
※駐車する欝に臥建物前面で鯵窃く西側の駐車場に訊停助下士い。

川時間始
IO特牛　朝の会、訊やつタイム
日時　撃作（TZ日宇型立体手ユーりツワ作り、24日フェルトの鯉のぼり作り）
12時　ラン手タイム（持ち込み胱）／パンラン手もあり書す▽
l；時　り弓サウスタイム

訴しゃべり、Jヽンドマッサージ〇十C（鵬催日にきって変電あり）、託児（予約揮先限定；名）〇十C
想い想いの時間を楽しんでお☆

★入場無料★
製作（宇予約）別仙円
託児1時開脚円（lZ：；〇一川：JO手で、1時間から訊預かり可）

申し込み・問い合わせ先　0鋤－4723－1793認浣‾言語欝　ウイルパーティホームページhttp州‖party．jp



市民掲示板250ヶ所
甲府市総合市民会館
パルシステム山梨　甲府センター
健康の杜センター　アネシス
聖愛幼稚園　子育て支援センター
インターデコハウス山梨西
ブルーアース全店
中国家庭料理「桃」住吉店
和穀菜汁　魁
江閤歯科医院
キッズ・エマ・デンタル
パンと絵本の店　Panebon

山梨英和カートメル幼稚園（甲府）
山梨英和ダグラスこども園（韮崎）
山梨英和プレストンことも園（石和）
宮前保育園子育て支援センター
まちなか健やかサロン
なでしこ保育園《ひだまり》
イッツモア玉穂店・塩部店・増坪店
いいじまこどもクリニック

小瀬こどもケノニック
甲州地どり市場
甲府大里幼稚園
甲府みなみ幼稚園
わかは幼稚園
果実氷菓と氷菓子の店　氷菓
隈郡小児科医院
F汀Z青葉校

獲れたてLand　山城店
中楯スポーツセンター
ベーカリーカフェはなぽんだ
リバース和戸
ケパサカフェ
ベビーマッサージ教室のんのん
こもれびこどもクリニック

ナチュラルグレース
」A山城

パティスリー・ラ・ネージュ

ちろりん村
つな亭
池田第二保育園　くるみの森
甲斐市役所
甲斐市立竜王図書館
甲斐市竜王ふれあい館
天然酵母パン工房プラテ一口
竜王棄児童センター
かおり幼稚園
桜こどもクリニック
双葉ふれあい文化会館
敷島総合文化会館
アマノパークス敷島店
ちびっこランド甲府和戸園
ちびっこランド昭和バイパス園
ちびっこランドラザウオーク甲斐双葉園
アピタ（すくすくスクエア）

白根児童館
八田児童館
八田ふれあい情報館
HondaCars峡西

やまびこ小児科クリニック
AIKACUREHOME
i2i・カフェリンガフランカ

大明保育所
南アルプス市立図書館
甲西児童館
STAD10ate
ベビーパーク

E⊂0＆K旧SAKIRAイオンタウン山梨中央店
スウェーデンの家　スヴァーリエヒュース
カフェつぐら舎
オーガニックホーム
OPeneyeS

双葉B＆G

子育て支援センターきっずいさわ
子育て支援センターきっずいちみや
子育て支援センターきっずやつしろ
子育て支援センターきっずみさか
NPO法人　HappySpaCeゆうゆうゆう

PaPaDoo笛吹店

街の駅やまなし
つといの広場たっち

地域子育て支援センターあっぶっぷ
美容室カラー
東雲ふれあい親子館
のびのびチビソコひろば
池田内科小児科医院
パンテーブル
ナノハナ

子育て支援センターこすもす館
ヨガ教室ホシゾラのじかん
ますは児童センター
かじかざわ児童センター
おもちゃ図書館（富士川町民会館）
市川三郷町立図書館
セルバ市川三郷店
市川大門児童館
IeJardlnduChene

双葉西児童館
双葉棄児童館
甲斐市立双葉図書館
光保育園内やんちゃりか
コメダ伽排店甲府昭和店・甲府貢川店
みかさことも園
道の駅富士川
halrrOOmSto‖A

甲府西保育園　こあら
まこと愛児園
ハツヒーハーク

他施設のみなさま
こ協力ありがとうございます。

ウイルペーパーの毅tにご協力いただける事業所、病院、支提センター等の方、義務局までご連絡ください。スタッフがお伺い致しますム
みんなで一緒に子育てしていきませんかJ

＿　　　　　　仁W

「ママになったことで、人生がI80唐著わった」「自分も生書れ蜜わったみたい」という

声をきく耳にします。初仇てのことだらけで、不等や孤独、自分自身を見失ってしさいとう
な焦燥感にかられている人も多いのでlさぢいでしょうか？
ウィルパーティ臥「育児不宅を解消したい」「子ともと一緒に学びたい」「子ともと幸せ
ぢ時間を過ごしたい」というママの思いを少しずつ形にして己ました。
ひとりでlさ出来ないことも、たく士んの仲間と力を合わせれば実現出井し二’
とう実感で亘るサークルで軒二
子育てに必苧塔の臥「ふれあいと仲間と訴しゃべりとゆ亡パ
ー緒に子育てを楽しみませんか？J

サークルで、イベントで、きちか亡でJ
ウィルパーティlさいつでも皆±んを訴待ちしこい蕃予

・ホームページで縫時開催予定のイベントを告知してい手す　手工tyウしてねJ hIわ：′／■‖－p即旬．jp／
・地域密書・子育てに役立つ1ロケを毎日電飾してい手書J h十巾：／／8■ebl0．jp／■‖lpdr巾／

平成23年度山梨県児童家庭隷協働事業（終了活計）ウィルパーティ州しチャー教室
「惇じ助のい楓鮎亀亀や亀鯛亀匂宵亀鯛亀旬や亀鯛亀旬や

昨今、棟家族化・地域の人開聞係の希薄化・少子化等により、子育てに不等や負担感を持つ親が増
えてい手す。特に0－ュ才の乳幼児を持つ軌さ、社会から隔離きれた嫌悪に喀っている場合が多く、

何でも自由にで重た独身時代と何もで己啓くぢっってしきった今を比較し、無力感を感じてしさいが
与です。
ウィルパーティで臥こうした日頃感じている育児や環境についての不安や疑問、負担感等仁を軽減

しつつ、社会奉加への第－辞を踏み出す己っ桝十にするた助の広場「捗じ助のいっぽ」を開催してい手す。
この占う啓私たちの活動臥平成23年度山梨県児童育成護との共同事業として詮定まれさした。


