す！
りま
助か

小上がりがある、こども好きな店主がいる、
急な授乳やおむつ替えにも対応してくれる。

そんな居心地のいいお店なんて、…あります！意外とね。

天気に負けない室内や
屋 根のあるスポットをご紹 介！

『喫 茶マルカ』

No .

元気 21 と中央アーケードを結
ぶ“馬場川通り”に面した喫茶店。
# 1 子 育 てひろば

オレンジ色のライトに木製のカ
ウンター、素敵な植物たちが温

プレイルームは 50 分間100 円で遊び放題 。
親子元気ルームは無料です！

かな雰囲気を醸しています。店
内には小上がり席やカエルとゾ

暑い群馬の夏。小さなお子さんを

動物が描かれた壁を登ったり、三輪

子で楽しめる製作も定期開催してい

炎天下で遊ばせるのはちょっと心配

車に乗ったりと、目一杯体を動かせ

るので、WEB をぜひチェックしてみて

…そんなときにおすすめなのが、前

ます。一方、お部屋の中央にある机

ください。

橋のまちなか K' BIX 元気 2 1まえばし

では、パズルや積み木で手先と頭

実は、スタッフの多くが保育士資

の２階にある「子育てひろば」
。屋

を使って遊ぶのも楽しいです。良質

格を持っています。前橋で子育てを

内の遊び場なので、暑い日には涼し

なヨーロッパの木のおもちゃもたくさ

していた “先輩” もいるので、気軽

く、寒い日には暖かく、雨の日でも快

んありますよ。

に話しかけてみてくださいね。園長

0〜２歳のお子さんには、プレイ

先生による「子育て相談」も毎週

「プレイルーム」は、小さなお子

ルームの隣にある「親子元気ルー

金曜日に実施中。遊具・おもちゃの

さんから小学生まで利用できる広い

ム」もおすすめ。低年齢のお子さん

消毒をしっかり行っているのも嬉し

適に遊べます。

子育てひろばが発行するポケットガイド 202 1 August

01

お部屋。全長 1 2 メートルのトランポ

専用のお部屋で、ゆったり遊ぶこと

リンの上を全力疾走したり、可愛い

ができます。絵本の読み聞かせや親

部で

子育てひろば

ウの小さなイス。ハイハイを始

【利用時間】10 時、
11時、

めた子も歩き出したばかりの子

13 時、
14 時、
15 時の５回。

も、そしてご両親も！きっとのん

50分間入れ替え制。
【利用料金】1 歳から 12 歳までの児童：

びり過ごせます。店主・美予さ

入場 1 回 100 円（保護者等の付添人は無料 ）

んのオススメは、クリームソー

【休館日】プレイルーム：土日祝日
親子元気ルーム：日祝日

ダとパイジャス。コーヒー・紅

【利用できる人】小学生までの児童とその保護者

茶や軽食、ランチも人気です。

（親子同伴でないと利用できません）

いポイントですね。

利用時間・休館日は、新型コロナウィルス感染症の状況

喫茶 マルカ

で変更となることがあります。最新情報はWEB、フェイス
ブック、ツイッターをご覧ください。

what's 前橋〇〇部 ?

あそぼ

宣言するたけで誰でも部活を立ち上げることができる仕組み。

「前橋○○部」と子育てひろばのコラボコーナー。
親子の「○○したい！」につながりそうな部活動が登場します。
feature

東日本 最 大の古 墳がある群 馬 県。

前橋古墳グッズ制作部

その県都前橋で発足した「前橋古墳
グッズ制作部」は、古墳愛あふれる 3

コポン

小 さな 本 、 略 して
コポン

お 菓 子 の ような か わ い い な まえ

01. 前方後円墳型のス
タイ。アフリカのプリント
布を使用し、売上の一部
をアフリカで 活 動 する
NGOに寄付しています。

コポン

02. 古墳のワッペンが付
いたグッズがたくさん。

親 子 に 一 冊 コ ポン が あるだ けで
どこからか
心 の は ず む 音 が 聴 こ え てくる

03. 前方後円墳型クッキ
ーでホット一息。

01

また、古墳グッズづくりのワークショッ

彼女たちが生み出した古墳グッズは数

スタンプで柄をつけてオリジナル作品

知れず。前方後円墳型のクッキーや座

をつくります。スタンプなら、小さなお

布団、コースター、スポンジ、アクセ

子さんも一緒に楽しめそうですね。

サリーなど多岐にわたり、赤ちゃん用

活動の様子や最新情報は Facebook

の古墳布団や古墳スタイなど子ども用

ページ「前 橋 古 墳グッズ制 作 部」を

のグッズもあります。さらに今 後は、

チェックしてください。家族みんなで古

古墳型・埴輪型のヘアバンドやヘアター

墳にコーフン！いい部活です。

できます！ いただいた掲載料は、
詳しくは下記メールアドレス（コポン編集部宛）までお問い合わせください。
info@copon.cc

次号
予告

公園特集（2021年11月発行予定）

【コポン編集部】中嶋優子（アルクタコ）
：デザイン
なかじまゆうた
（アルクタコ）
：イラスト・取材編集

interview
前橋古墳グッズ制作部

「マルカ」をお願いしま〜す！

コポンを通して読者の子育て支援につながります。

バンを制作予定。新作に期待が高ま

kofun̲chan
kofunhaniwagoods

03

きますよ。
プも計画中。エコバッグや小物に古墳

松本 亜希子さん、浅野 澄さん

02

ります！グッズは喫茶マルカで購入で

名の女性が中心となり活動しています。

お子さんとの思い出に「マルカ」

子育て支援 は
広告 で
できますか？

前橋◯ ◯部とは、◯ ◯ のなかに自分の好きなものを入れて、
前橋だけで 130 以上の部活が発足しています。

子 育 て ひ ろ ば の ポ ケ ット ガ イド

店主からのひとこと

前橋市千代田町4-1-18
小西ビル1F
https://kmaruka329.
wixsite.com/index/home
maruka34mm
kissamaruka34

ht tps : //kosodate - hiro ba .jp
kosodatehiroba.maebashi
kosodate̲h

子育てひろばが発行するポケットガイド
2021 August vol .01

天気の良い日はお散墳（古墳をお散

群馬県前橋行政県税事務所地域振
興調整費補助金を使用しています

竹内友紀：取材編集・PR
ONOBORI3：コピーライティング・企画編集
発行：子育てひろば・NPO法人まえばし保育ネットワーク
【お問い合わせ】info@copon.cc（コポン編集部）

歩すること）も良いですね。オススメ
は西大室町にある大室古墳。広々とし

子育てひろば

ているので、子連れでピクニックする

プレイルーム ☎027-210-2258
親子元気ルーム ☎027-210-2268
https://kosodate-hiroba.jp

古墳の形に惹かれてグッズを作ってい

のも楽しいですよ。山王町にある亀塚

ます！前橋は身近に古墳がある街と

山古墳は、亀やホタテ貝に似た形の

いうことで、グッズにして楽しんで使っ

変わった古 墳。
「何に見えるかな？」

NPO法人まえばし保育ネットワーク

てもらえたら本望です。

と子どもと想像するのも楽しそうです。

☎027-231-7102（認定こども園 相愛館内）
https://www.maebashihoikunet.com
＊子育てひろばを運営しています

一 家に１枚
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楽歩堂前橋公園
公園管理棟内に授乳室とおむつ
替えができるトイレがある。しっ
かり管理されているので安心。

お むつ 替え台
授 乳 室 マップ

授乳室スペースご利用の場合は入口近くの
管理棟スタッフへ。おむつ替え台は園内男
女トイレ／バリアフリートイレ内の計 3ヶ所。
※火曜休園

in Maebashi City

up

Pic

ro

前橋文学館

se
riv

スズラン百貨 店

.
k

前 橋こども公 園
前橋市児童文化センター内

太陽の鐘

Chu

県庁舎／ 1F, 2F, 31F, 32 F

SHIROIYA HOTEL

To ne ri v.

店舗奥のお席で授乳可能。おしゃ
れな店内で疲れを癒やして。

St.
Jyo
毛

電気

k

鉄道

店内のバリアフリートイレにお
むつ替え台あり。お買い物のつ
いでに是非利用したいスポット。

子 育てひろば

お客さんの状況によって授乳
OK。まずは入口で店長さん
に気軽にご相談を。

前橋こども公園
駐車場トイレ

マルエドラッグ

up

Pic

紅茶のティーストアー
フラワーショップ
花園

上

おむつ替え台は 1 F のバリアフリート
イレ内。1Fにぎわいホールはイベント
がないときは 広く落ち着いているの
で待合スペースとしてとても便利。

前橋市役所
1F パスポートセンター奥に授乳室が
設置されている。おむつ替えができ
るベビーベッドもあり使いやすい。
※土日祝閉庁

ぐんまビジタートイレにも指
定されていて、管理の行き
届いた公衆トイレ。

K' BlX 元気 21 まえばし

バリアフリートイレにおむ
つ替え台あり。授乳につい
てはスタッフに声をかけて。

sokono cafe

広瀬川公衆トイレ

授乳室は1 F 総合案内に声をかけてか
ら利用できる。土足禁止の室内は広
く、家族で利用 OK。ミルク用の水・
お湯はロブソンコーヒーまで。
※水曜休館

.

煥乎堂

お客さんの状況によって授乳
OK。小上がりでお昼寝も。

i St

黒田人形店

喫茶マルカ

to

ash

アーツ前橋

Ro ut e 17

入口から授乳室までが近いので
わかりやすい。スペースも広く、
自動扉でロックもできる。
※土日祝閉庁

aeb

前橋テルサ

前橋地方合同庁舎

児童文化センターに授乳室あり。ベビー
ベッドや給湯器もあって使いやすい。
※月曜、第 2木曜休館

oM

おむつ替え台は1F, 2F, 31 F, 32 F の
バリアフリートイレ内。授乳 室は
32 F のみ。 大きな窓があって見晴ら
し最高！

up

Pic

6F ベビー休憩室にはおむつ替え
台が4 台あり、授乳スペースも完
備。とても広く使いやすい。

Pic

k

本館／ 6 F

群馬県庁

copon.oyakokangei

Hi

k

広瀬川公衆トイレ

up

instagram でも親子に
おすすめのスポットを
発 信していきます！

K'BlX 元気 21まえばし／ 2 F
開館中は利用者でなくても、授乳室と
おむつ替え台が使える。親子元気ルー
ムのおむつ替え台は、寝転ぶ用と立つ
用の 2 種類あり。

奥まった畳のスペースで授乳 OK。
子どもにも人気のお煎餅で
おやつタイムにも！

up

Pic

清香園

k

群馬大橋

前橋八幡宮
授与所内

Rout

ゆーゆ

e 50

階段を上った左手にある授与所に
は、パーテーションがあるので授乳

おむつ替え台あり。

おむつ替え台／授乳室

OK。神主さんに気軽にお声がけを。

駅前東公園
up

Pic

k

J R 両毛線
J R 前橋駅
南北自由通路トイレ

おむつ替え台

JR Maebashi St.

昌賢学園まえばしホール
（前橋市民文化会館）

駅南公園

アクエル前 橋

TSUTAYA BOOKSTORE 内

授乳 室は TSUTAYA キッズス
ペース設置の「mamaro」
。個
室なので安心して利用できる。
男性の入室 OK。

おむつ替え台／授乳室または授乳ス
ペースあり。

親子 歓 迎 店
小さいお子さま連れでも利用しやすい
コポンおすすめの親子歓迎店舗。
ミルク用のお湯をもらえる店舗。また
は専用給湯器あり。
※掲載されている情報は 2021年7月現在のものです。
※定休日や営業時間等は来店前に最新情報をご確認ください。
※掲載されていないスポットの情報は編集部までお寄せください。

