
当日はこども向け＆おとな向けの企画をたっぷりと
用意。渋谷区の子育て応援団たちの動画は当日以外
でも視聴できるので、時間に余裕のあるときにじっ
くり観て気になる団体を見つけてみよう！

今回の特別企画！  子育ての専門家や先輩たちをお
迎えして、今どきの子育て事情やすぐに実践できる
子育てのヒントをたっぷりと語っていただきます。

こども＆おとな向け参加型イベント
こども向けのワークショップや子育てのヒントがもらえるおとな向けの企画など盛りだくさん。

子育ての専門家によるトークセッション
聴けば安らぐ、ためになる！　家事の合間や移動中などにもどうぞ。

渋谷区はどのような子育て環境を目指しているの？
保護者はどのように見守るとよい？
シブヤの子育てキーパーソンによるトークセッション！

「それぞれの成長を、一生よろこべる街へ」
みんなで育てる子育てを核とした
まちづくりを進める
渋谷区長の長谷部さん

11:00～11:40　トークセッション（40分）

9 :30～9 :45　オープニングトーク

こどもみらい探求社
小竹さん・小笠原さん

渋谷区子育て支援センター
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子育て応援団たちのインタビュームービー
ホームページでは、子育ての専門家＆先輩ママ＆同世代ママたちと繋がるきっかけを一挙公開！

・気になるものに、ひとつでも、全部でも、参加しよう。
・ おうちのBGMとして使ってみても。
・ 途中参加も途中退出もご自由に。こども中心でOKです。

必聴！
トークセッション

3つの
楽しみかた

シブヤの子育て2.0を語る！
～子育てからまちづくりへ～

渋谷区長 長谷部健さん
　　＆ 東京大学  秋田喜代美先生
　　　　＆ まちの保育園  松本理寿輝さん

 渋谷papamamaマルシェ実行委員

対象：渋谷区在住・在勤の方、0～3歳児とその家族

ホームページ「渋谷papamamaマルシェ2020」で最新情報を随時更新中！
https://shibumamamarche.wixsite.com/website

こそだて・わたしそだて・まちそだて
子育てをしていると、だれかに支えられたり、
ほっとしたり、いつかは自分もサポートしたり

渋谷papamamaマルシェから、
タテ・ヨコ・ナナメのゆるやかなつながりへ

渋谷で子育てするすべてのファミリーが
ほっとする「つながり」と出会える場になりますように。

（渋谷papamamaマルシェ2020 実行委員一同）

こどもが遊べる

企画もあるよ！

場所：オンライン Zoom
月　　 日(日)  9時半～17時11 29日時：

シブヤの子育て支援団体が集結！
子育て

の専門
家に

悩みを
相談で

きちゃ
う！

第5回

お申し込みは
こちらから！

「発達と保育の質に関する専門家」
渋谷区の就学前教育プログラムを

つくってくださっている
東大の秋田先生

「こどもを中心としたまちぐるみの保育を」
渋谷区 代々木上原と代々木公園で
認定こども園を運営する
まちの保育園・こども園｠代表松本さん

こどもの力が伸びる秘訣がわかる！  参加者同士で
楽しく学び、おやこ時間をもっと良いものに。
子育て支援センターのスタッフからのアドバイスも！

「“はじめての出逢い”を、 
親子で楽しみましょう」 
こどもの機嫌が悪い！
タイミング悪く泣き出した！など…
子連れならではの
予想外の事態があっても大丈夫♪ 
今、口コミで話題の「おやこ保育園」
に参加してみませんか？

13:00～14:30　親子ワークショップ（90分）

オンラインおやこ保育園
出張！　

「親子が安心して過ごせる地域の拠点」
渋谷区にある

子育て支援センター（6か所）と
 子育てひろば（3か所）には

いつも安心して過ごせる遊び場と
スタッフが待っています♪

 こどもみらい探求社
with 渋谷区子育て支援センター

コラボ企画

事前予約制親子20組
限定

11:00～11:40　トークセッション 
渋谷区長 長谷部健さん ＆ 秋田喜代美先生 ＆ 松本理寿輝さん

シブヤの子育て2.0を語る！～子育てからまちづくりへ～

13:00～14:30　　 親子ワークショップ 
こどもみらい探求社with 渋谷区子育て支援センター

出張！オンラインおやこ保育園

11月29日　のしおり日

11:45 ～12:30
   もっと外遊びしよう、
自主保育について話そう

11:45 ～12:15
   子どもの宝物で

クリスマスリースを作ろう

15:00 ～16:00
   子育てあったらいいな
言語化ワークショップ

16:30～17:00
   育児疲れが吹っ飛ぶ
リラクゼーションワーク

10:00～10:50
   郷土菓子

「おにまんじゅう」をつくろう！

9:50～11:00
  『はたらく×子育て』を
考えるワークショップ

10:00～10:30
   意外と知らない！

オムツとの上手な付き合い方

13:15 ～13:45
   産後ヨガ　

~骨盤ケアを中心に~

15:45 ～16:15
    地震だ！火事だ！
おやこ防災

14:15 ～15:15
    お子さんのために
今できること探し

12:15 ～12:45
     スイミー&助産師mikanの
親子でふれあい遊び・子育てトーク

13:00～13:40
   「地域で暮らす」を
支えるNPOの取組み

16:00～17:00
       育児本にないリアルな悩みを

共有解決しよう

14:10～15:30
   子育てが楽しくなる
親子脳育講座

こどもと
遊びながら
かけちゃおう♪

主催：渋谷 papamamaマルシェ　後援：渋谷区　協力：太平洋商事株式会社　
問合せ：shibumamamarche@gmail.com　デザイン：セキユリヲ

24時間365日

耳だけ参加可

当日参加

HPでは子育て応援団たちへのインタビュー動画を公開中！

［ご出演中の団体・施設一覧］

子連れスポットから
子育て関連団体・
施設まで網羅！
これも見られるよ。いつ活動

してるの？
どうすれば
参加できる？子育て応援団たちに聞いてみたよ。

アトリア参宮橋
恵比寿じもと食堂
おうちスタジオ・ベビーマッサージ教室PAPALINA
おむつなし育児サロン SHIBUYA
一般社団法人Kidsサポートデザイン
子連れ100人カイギ
渋谷区子育て支援センター
渋谷区助産師会

渋谷区立中央図書館
NPO法人 渋谷なかよしぐるーぷ
渋谷の遊び場を考える会
Shibuya Fu.C.T（渋谷ファクト）
生活クラブ まち渋谷
NPO法人 代官山ひまわり
一般社団法人 TOKYO PLAY
初台ハーベストコミュニティパーク

渋谷子育てmapや区内の子育て応援団たちの情報な
ど、渋谷区の子育て情報が大集結。子育てがもっと
楽しく、もっと楽になるきっかけがここに！

子育て情報が満載
HPもチェック！

3秒で開ける！
今すぐチェックを

NPO法人 ピアサポートネットしぶや
NPO法人 FILMe＊Earth あーすりんく・
　　　　　　　　　　　　ゆめぴっく2020
NPO法人 ふれあい子育てサロンスイミー
マザーズハローワーク東京
マミーズルームしろた

24時間 365
日

9 10 3

7

1

5
2

8

15
11

13

6

14

12

4



詳しくは
HPをチェック

子育て応援団の企画たち
オンラインでも楽しい＆ためになる

顔出しなしも途中参加&途中退出もOK。気になるところに足を運んでみてくださいね。
各団体の開始時間はタイムスケジュールでも紹介しています。
子育て支援団体の詳しい紹介はイベントホームページに載っています。
※順不同。内容は変更になる可能性があります。最新の情報はホームページでご確認ください。

渋谷papamamaマルシェ

区の育児学級で出会った仲間た
ちが 2016年に立ち上げました。
子育て中のパパ・ママや社会人、
学生で運営しています。今年は
コロナ禍ということもあり、初
めてのオンラインでのイベント
開催にチャレンジします。オン
ラインだからこそ、おうちで気
軽に参加できます。また、参加
団体紹介などもイベントホーム
ページへアップしていきます。
日々を助けてくれるつながりに
出会えたり、子育てのヒントが
得られるかも！？ぜひ、チェック
してみてくださいね。

渋谷papamamaマルシェSNS
公式 LINE
@981rhmms
Facebook
http://www.facebook.com/
shibuyapapamamamarche/
Instagram
https://www.instagram.com/
shibuyapapamamamarche
Twitter
https://twitter.com/
shibupapamama

（マミーズルームしろた）

産後ヨガ　
~骨盤ケアを中心に~

8

助産師がおこなう産後ヨガ。産後すぐの
方も、ずいぶん前の方も 30分だけひとり
になって自分のカラダを見つめる時間を
つくりましょう。

https://yshirota.com/

13：15～13：45（30分）
無料

（自主保育 原宿おひさまの会）

もっと外遊びしよう、
自主保育について話そう

7

子どもは野外で自由な時間を過ごし、親
たちが子どもを見守る「自主保育」を知っ
てもらいたい、と青山女子短期大学子ど
も学科の教授・菅野幸恵さんとおひさま
の会メンバーが語ります。質疑応答タイ
ムあり。

https://ameblo.jp/ohisamanokaih/

11：45～12：30（45分）
無料

（子連れ100人カイギ）

子育てあったらいいな
言語化ワークショップ

11

あなたの暮らす街は、子育てに向いてる？
向いてない？街にあったらうれしいこん
な機能、サービス、場所 etc..「あったら
いいな」を言語化して自分の小さなアク
ションを持ち帰ります。

https://www.facebook.com/
KOZURE100

15：00～16：00（60分）
無料

事前
予約制

50組
限定

（おむつなし育児サロンSHIBUYA）

意外と知らない！
オムツとの上手な
付き合い方

9

すぐにできる、 紙オムツを上手に使って子
どもの五感を育てるコツを、おむつなし
育児アドバイザーと3人の子育て中のお母
さんで、経験談を交えてお伝えします！ 
当日の質問大歓迎です！

https://www.instagram.com/
yagiyuki210/

10：00～10：30（30分）無料

（チャイルドバースアカデミー）

育児疲れが吹っ飛ぶ
リラクゼーションワーク

1

『短い時間で深いリラクゼーションを体感
できる！』 臨床ヒプノセラピストによる本
格的なワークです。

13：30～14：15（30分）
無料

事前
予約制

20組
限定

（チャイルドバースアカデミー）

育児疲れが吹っ飛ぶ
リラクゼーションワーク

12

『短い時間で深いリラクゼーションを体感
できる！』 臨床ヒプノセラピストによる本
格的なワークです。

www.hypnoba.com

16：30～17：00（30分）
無料

事前
予約制

20組
限定

（NPO法人 代官山ひまわり）

『はたらく×子育て』を
考えるワークショップ

10

【11/24申込〆】「わたし」×「子育て」×「は
たらく」をテーマに、「子育てしながらは
たらく」を考える場です。モヤモヤを解
消しながら、私らしくあり続けるための
「未来のビジョン」を一緒に描きましょう。

http://dhimawari.info

9：50～11：00（70分）
無料

事前
予約制

12人
限定

（Shibuya Fu.C.T［渋谷ファクト］）

育児本にないリアルな
悩みを共有解決しよう

14

双子、低体重児、年子ちゃんの保護者が各々
の育児リアルを互いに“共感”するだけに
留まらず、社会福祉士/カウンセラー/母
子エクササイズのプロの視点から“具体的
な”対応方法を発信します。

https://www.facebook.com/groups/
780348999380432/

16：00～17：00（60分）
無料

事前
予約制

50組
限定

（一般社団法人
Kidsサポートデザイン）

お子さんのために
今できること探し

15

発達の専門家との予約制トークチャンネル
（無料）です。ことば・運動・社会性の発
達など、お子さんのご様子に合わせて日々
の生活や遊びの中で工夫できることがな
いか一緒に考えてみましょう！

https://www.kidssupportdesign.com/

14：15～15：15（60分）
無料

事前
予約制

10組
限定

当日
飛び入り
参加可

当日
飛び入り
参加可

（NPO法人 渋谷なかよしぐるーぷ）

「地域で暮らす」を支える
NPOの取組み

13

私たちは、障害のある人と家族を支える
活動をするNPO法人です。渋谷で子育て
する家族と歩んできたこれまでの活動を
お話しします。区内の発達に心配がある
ときに頼れる相談先もご紹介します。

https://sites.google.com/a/
shibuya-nakayoshi.net/1970/

13：00～13：40（40分）
無料

当日
飛び入り
参加可

こどもと
楽しむ/遊ぶ

（こどもみらい探求社  
with 渋谷区子育て支援センター）

出張！
オンラインおやこ保育園

1

こどもの力がぐんと伸びる秘訣がわか
る！参加者同士で楽しく学び、自宅での
おやこ時間をもっと良いものに♪口コミ
で大人気、無料の「おやこ保育園」を体
験しよう！

https://kodomo-mirai-tankyu.com/

13：00～14：30（90分）
無料

事前
予約制

20組
限定

（NPO法人ふれあい子育てサロンスイミー）

スイミー&助産師mikanの
親子でふれあい遊び・
子育てトーク

2

（初台ハーベストコミュニティパーク
with渋谷区ふれあい植物センター）

子どもの宝物で
クリスマスリースを作ろう

5

【11/19 申込〆】お散歩中に拾ったドング
リや葉っぱ（など）を使ってリースを制作。
基本的な材料は事前にお送りし、当日は 
土台になるリースにつけるだけ。講師は
「渋谷区ふれあい植物センター」園長さん。

https://www.facebook.com/hcp.hatsudai

11：45～12：15（30分）
300円（材料費・郵送費）

事前
予約制

10組
限定

（渋谷区助産師会）

地震だ！火事だ！
おやこ防災

4

小さなお子さんと一緒に、うたって踊っ
て体験しながら、もしもの時に必ず役
に立つ防災の知識を自然と身につけら
れます♪

kuma7h@yg7.so-net.ne.jp

15：45～16：15（30分）
無料

（アトリア参宮橋）

子育てが楽しくなる
親子脳育講座

6

ギフト教育という脳科学と心理学に基づ
いた科学的根拠を持つ育児方法をもとに、
リトミック活動や、脳育活動をしたり、
アートワーク制作を行います

http://atlya-co.com/

14：10～15：30（80分）
無料

事前
予約制

10組
限定

www.suimi-salon.jp

（景丘の家）

郷土菓子
「おにまんじゅう」
をつくろう！

3

「おにまんじゅう」は東海地方でおなじみ
の、さつまいもがたっぷり入った蒸し饅
頭。材料を混ぜて蒸したら、ほかほかお
やつのできあがり！みんなで一緒につく
りましょう。対象：1歳半以上の親子　

https://kageoka.com

10：00～10：50（50分）
無料

事前
予約制

10組
限定

親子で触れて、遊んで、笑顔になれるふ
れあい遊び。心と体の発達ポイントもお
伝えします。２ヶ月から未就園のお子様
O K！子育てのイライラ・モヤモヤを笑
顔に変えるふれあい遊び・子育てトーク

12：15～12：45（30分）
無料

15組
限定

当日
飛び入り
参加可

当日
飛び入り
参加可

こども向け

おとなが学ぶ
おとな向け

お悩み相談
コーナー
おとな向け

今年は
Webで会

おう！

事前
予約制

50組
限定

おとな向けは

ひとりでも家
族でも

楽しめるよ

事前予約制の
申し込み締め切りは
11月25日（水）中


