
 

 

 

 

	

	

	

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子育てミニ講座 

 「発達が気になる子の就園、就学の悩み」  

とき 9 月 22 日（日） 10：00～11：00 

    （個別相談は 11：00～12：00）  

内容 言語聴覚士の高畑和子さんから子どもの発達や心

配事などについての話を聞きます。質問や個別相

談もできます。 

対象 どなたでも 先着 20 人 

   （子ども同伴可。個別相談は先着５人） 

申込 受付中 しこだ児童センターへ電話で 

 

プラレールで遊ぼう 

とき 9 月 21 日（土） 10：00〜11：30 

内容 線路を自由につないで，遊びながら楽しく交流しま

す。 

対象  どなたでも（未就学児は保護者同伴） 先着 20 人 

 

★うたってあそぼう 

とき 10 月 9 日（水），11 月 13 日（水） 各日 10：50～11:20 

内容 季節の歌や童謡、手遊びを楽しみます 

対象  乳幼児と保護者 先着 30 組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ツインズ～多胎児の集い～ 

とき 10 月 4 日（金）、11 月 1 日（金）、12 月 6 日（金） 

   各日 10：00～11：30 

内容 双子ちゃん，三つ子ちゃんのママ・パパ集まれ！自

由に遊びながらおしゃべりします 

対象  多胎児と保護者 先着 15 組 

 

 

 

★わくわくスペシャル 森のコンサート 

とき 9 月 19 日（木） 11：00～11：50 

内容 「ママさんブラス 森のおんがくたい」のアンサン

ブルを親子で楽しみます 

対象 乳幼児と保護者（未就学児は保護者同伴）先着 80 人 

 

ファミリーデー「カプラであそぼう！」 

とき 9 月 22 日（日） 10：30～11：30 

内容 手のひらサイズの薄い積み木で色々な物を作って

遊びます 

対象 小学生以下の子どもと保護者 先着 15 組 

 

ツインズ～多胎児のつどい～ 

とき 10 月 1 日、11 月 5 日、12 月 3 日 各火曜日 

   10：00〜11：30 

内容 双子ちゃん三つ子ちゃんのママ、パパ集まれ！自由

に遊びながらおしゃべりします 

対象 多胎児と保護者  各日先着 10 組 

 

 

 

★はぐはぐスペシャル「運動会ごっこ」 

とき 10 月 16 日（水） 11：15～11：50 

内容 親子で楽しく運動をして運動会の雰囲気を体験し

ます 

対象 乳幼児と保護者 先着 20 組 

やってるって！まってるって！いってみるって！	

	
『るって!』は、柏、我孫子、松戸、つくしの各特別支援学校の小学部、中学部と、柏市内小中学校の全特別支援学級など

へお届けしています。 年齢に関係なく参加しやすいと思われる行事を掲載しています。 

2019 

 9 月 

2019 年 9 月 12 日 

発行 柏子どもの文化連絡会 

連絡先 柏子どもの文化連絡会事務局  

☎︎ 090-7708-0691/Fax 04-7108-1771 

 

 

 

柏おもちゃ図書館“かたつむり” 

障がいのある子や兄弟姉妹が 

おもちゃで遊んだり､親同士おしゃべりを 

したり、親子の遊びと交流の広場です。 

 

 ①とき 9月28 日（土） 

   10：00～午後 3：00 （12：00〜午後 1:00 はお休み） 

  ところ 沼南社会福祉センター２Ｆ （P） 

 ②とき 9月22 日（日） 

   10：00～午後 3：00 （12：00〜午後 1:00 はお休み） 

  ところ しこだ児童センター （P） 

 ※9 月22 日は、子育てミニ講座「発達がきになる子の就園、

就学の悩み」同時開催  ︎ 
 ③とき 10 月 13 日(日) 

   10：00～午後 3：00（12：00〜午後 1:00 はお休み） 

   ところ 柏市中央保健センター 測定室（P） 

   （柏市柏下 66-1 保健勤労会館 1F） 

      問 ℡ 070-6408-0081 菅井 

 

注）★印は参加対象が幼児と保護者 ◆は保護者 

費用について記載のないものは無料 

申込について記載のないものは当日、直接会場へ 

駐車場について (Ｐ)=あり (Ｐ少)=数台あり

各イベントの参加に際して、付き添っていただくことが必要な場合

もありますので、各問い合わせ先に連絡してください。イベントや

場所に関するお問い合わせも、各問い合わせ先までお願いしま

す。※予定が変更になる場合があります。「広報かしわ」、インター

ネットサイト「はぐはぐ柏」「ほっとハッと通信」等でご確認ください。 

---会場--- 
高柳児童センター  ℡04-7190-1348 （P） 

---会場--- 
しこだ児童センター ℡04-7145-2522 (P) 

---会場--- 
豊四季台児童センター ℡04-7144-5363 

--- 



【募集】とよしきもりもりハロウィーン実行委員 

とき  

 【準備】10 月 6 日（日）、10 月 20 日（日）午後 2：00～4：00 

 【当日】10 月 26 日（土） 9：30～午後 2：00 

内容 ハロウィーンイベントの準備をして，当日はスタッ

フをします 

対象 小学生以上 先着 20 人 

申込9月17日（火）10：00～豊四季台児童センターへ電話で 

 

 

 

グーチョキパーおはなし会 

とき 9 月 24 日（火）午後 3：30～4：20 

内容 絵巻物「つきのぼうや」など 

対象 幼児～小学生（未就学児は保護者同伴）先着 40 人 

 

つくってあそぼう「プラバン工作」 

とき 9 月 28 日（土）午後 1：30～3：30 

内容 プラバンでストラップやブレスレットを作ります 

対象 幼児～小中学生（未就学児は保護者同伴）先着 20 人 

 

げつようわくわく大作戦スペシャル 

「チビッコうんどうかい」  

とき 10 月 7 日（月） 10：30～11：30 

内容 親子で交流しながら競技を楽しみます 

対象 乳幼児と保護者 先着 20 組 

 

【募集】永楽台子どもフェスティバル  

ハッピーハロウィーン「仮装でＧＯ！」 

とき 10 月 27 日（日） 9：15～11：30 

内容 仮装コンテストの参加者を募集します 

対象 （1）乳幼児（保護者同伴）先着 10 組  

    （2）小学生 先着 10 組 

    （1），（2）とも，3 人程度のグループか個人 

申込 10 月 2 日（水）10：00～永楽台児童センターへ電話で 

 

【講座】もしもの時の乳幼児応急手当 

とき 11 月 8 日（金） 10：00～11：30 

内容 「にじいろ救命女子」から乳幼児のケガや事故の予

防や応急手当を学び，心肺蘇生法などを体験します 

対象 乳幼児の保護者（子ども同伴可） 先着 20 人 

申込 10 月 3 日（木）10：00～永楽台児童センターへ電話で 

 

 

 

 

★なかよし広場 

とき 10月8日（火）、22日（火）、11月12日（火）、26日（火）

12 月 10 日（火）、24 日（火） 10：00～11：45 

内容 歌を歌ったり，親子で交流したりします 

対象 乳幼児と保護者 

 

 

★ハッピーハロウィーン！ 

とき 10 月 28 日（月） 10：30〜11：30 

内容 簡単なハロウィーンの工作や歌などを楽しみます 

対象  乳幼児と保護者 先着 15 組 

申込 10 月 2 日（水）午後 3：00～布施遊戯室へ電話で 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ポレポレ親子あそび会 
とき 9 月 20 日(金)､10 月 16 日(水) 10:30～11:30 

ところ 柏市根戸近隣センター体育館側会議室Ｄ 

内容 体操･絵本･手遊び･布トンネルなど 

参加費 50 円 

問 ☎ 080-3738-8451 

 

パレット柏おはなし会 

とき 10 月 2 日(水)10:30～11:00 

ところ パレット柏 多目的ルームＡ 

内容 絵本読み聞かせや手遊び､体操もするよ！ 

問 ＮＰＯこどもすぺーす柏 ☎080-3738-8451 

 

ぞうさんのしっぽ  おはなし会  

とき 10 月 3 日(木)11:00～11:30 

ところ 根木内こども館（松戸市根木内 145） 

内容 読み聞かせ、楽しいこどもの歌など 

問 社会福祉法人 晴香 子育て支援 ☎ 047-315-2985 

 

おはなしあっぷっぷ おはなし会 

とき 10 月 11 日(金)11:00～11:30 

ところ 根木内こども館（松戸市根木内 145） 

内容 絵本､パネルシアター他 

問 社会福祉法人 晴香 子育て支援 ☎047-315-2985 

 

ミニシアターはらぺこくん 10 月のおはなし会 

とき 10 月 12 日(土) ①10:45～11:15…4 才～小学生向け  

              ②11:30～12:00…0 才～4 才向け 

ところ 「モラ－ジュ柏」1 階モラ－ジュルーム（P） 

    （ヤオコー側エレベーターホール横） 

内容 大型絵本「たろうくんのじどうしゃ」／「ちびごり

らのちびちび」／他、年齢別の絵本、手あそびなど 

問 ☎・Fax 04‐7133‐7163 熊谷 

 

 

 

 

 

 

---会場--- 
永楽台児童センター ℡04-7163-4050(P 少)	

--- 

乳幼児から楽しめるおはなし会 
 

児童センターは、イベント以外のときにも、0 歳〜18 歳まで

の子どもや保護者が自由に遊びに行ける施設です。 

（開館日、時間等は各施設にご確認ください） 

---会場--- 
布施遊戯室   ℡7135-3960 （P 少） 
（布施近隣センター内）   開室時間午後 1：00～5：00 

おはなしのへや 

とき 毎週土曜日 午後 2:00～2：30 

ところ 新田原近隣センター２階和室 

内容 絵本の読み聞かせ、おはなしなど 

問 ☎ 04-7164-8836 鍋田 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

世界でひとつだけの絵本づくり 

とき 11 月 24 日(日) ・12 月 1 日 (日) 10:00～午後 3:00  

     12 月 8(日)10:00～12:00  

ところ パレット柏 行き帰りは保護者で 

内容 3 連続講座で 1 冊のオリジナル絵本を作る 

参加費 1,000 円(材料費) 

申込 10 月 2 日(水)よりパレット柏  ☎ 04-7157-0280 

問合 (特)NPO こどもすぺーす柏 ☎ 080-3738-8451 

 

パパとあそぼう！流しそうめんにチャレンジ 

                    ～あなたは何を流しますか？～ 

とき 9 月 23 日(月・祝)10:00～午後 2:00（9:30 受付開始） 

ところ 柏市青少年センター（P） 

内容 みんなで楽しく流しそうめんを野外で食べましょ

う。子どもと一緒に遊んで、パパの友達をたくさ

ん作りませんか？ママの参加も大歓迎！  

対象 子どもと保護者 先着 15 組 

費用 1 家族 1,000 円 

申込み QR コードまたは 

柏 PapaShakeHands の FaceBook ページから 

問 柏 PapaShakeHands メール kashiwa.psh@gmail.com 

  ☎ 080-5836-0150（三好） 

 

冒険あそび場 とみせプレーパーク 

とき 9 月 28 日(土)10:00～12：00 雨天中止 

ところ 高野台公園 

内容 みんなで遊ぼう！紙飛行機飛ばし、昔あそびなど 

   ※汚れても良い服装で！ 

対象 小学生以下（幼児は保護者同伴） 

☆大人スタッフ大募集 お手伝いしていただける方は朝

9:00 に来てください 

主催 とみせプレーパークの会 問 ☎080-3094-7731受川 

プレーパークの会・あそぼうよ 

ところ 松葉第一近隣公園（野球場隣） 

①とき 10 月 12 日(土)11:00～午後 2:00  

  内容 ベーゴマであそぼう 

 シチュー・あそぼうパン(50 円)､マシュマロ焼

き(20 円)※ご飯とスプーンを持ってきてね 

問 ☎ 04-7134-2771 後藤 

 

茶道に親しむ会 

と き 9 月 22 日(日)11：00～12：00 

ところ 光ヶ丘近隣センター ２階和室３ 

内容 親子で茶道に親しむ 

対象 幼児～小学生と保護者 

参加費 500 円（和菓子代含） 

講師 大日本茶道学会正教授 安武仙佐 

申込 ９月 20 日(金)までに電話か FAX 

    ☎＆Fax 04-7174-3467 川島 

 

障害がある人のフットサル体験  

とき 10 月 13 日(日) 9：00～11：00 

ところ 光ヶ丘地区（申込時にお知らせします） 

対象 障害のある児童・青年 先着 15 人 

    （付き添いをお願いします） / 参加費 500 円 

持ち物：フットサル用ボール（ある人のみ）、 

       損害賠償保険証コピー（初回のみ）など 

申・問 NPO法人バッテリー Tel/Fax04-7170-4534 戸井田 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ～障がいのある子もない子もいっしょに遊ぼう～ 

 秋の手賀の丘釜のめしキャンプ 

【事前交流会】 

とき 10 月 6 日（日）10：00～12：00（保護者同伴） 

ところ 柏中央近隣センター（アミュゼ柏） 

内容  参加者交流会・保護者向け説明会 

【キャンプ当日】（１泊２日） 

とき 10 月 19 日（土）午後 2：00～20 日（日）午後 2：00 

ところ 県立手賀の丘少年自然の家（現地集合解散） 

内容  レクリエーション活動，野外炊飯など 

【対象】小学 3 年生～中学生 

    障がいのある方 8 人 

必要に応じて，保護者又は介助者と一緒にご参加下さい 

事前交流会・保護者説明会に参加できる方 

【費用】 2,700 円 

【申】受付中 しこだ児童センターへ電話 

【問】しこだ児童センター  ℡04-7145-2522 

 

秋の手賀の丘釜のめしキャンプ“ボランティア”募集 
【対象・定員】 

  ボランティア体験 15 歳（中学生除く）～18 歳 先着5名 

  ボランティアスタッフ 18 歳以上（高校生を除く）先着 5 名 

【費】・ボランティア体験 2,700 円 

   ・ボランティアスタッフ 無料 

【申】受付中 しこだ児童センターへ電話 

【問】しこだ児童センター  ℡04-7145-2522 

 

９/1 8

（水）

午後3：0 0

～3：3 0

読み聞かせ・手遊び

「午後の楽しいおはなし会」

　出演：おはなし・みーつけた

９/1 9

（木）

1 0：3 0

～1 1：0 0

読み聞かせ・楽しいこどもの歌

　出演：ぞうさんのしっぽ

９/2 2

(日)

午後2：0 0

～2：3 0

読み聞かせ・手遊び・わらべうた

　エプロンシアターなど

　	出演：おはなしのへや

1 0：3 0

～1 1：0 0

読み聞かせ・親子ふれあい遊び・工作

　出演：子育て支援センターあしびなぁ

午後3：0 0

～3：3 0

読み聞かせ・パネルシアター・手遊び

「おはなし好きな子みんな集まれ」

　出演：わくわくどきどきおはなし会

９/2 7

（金）

1 0：3 0

～1 1：1 5

わらべうた遊び・パネルシアターなど

　親子で楽しく遊びましょう！

　出演：柏わらべうたの会

９/2 4

（火）

申込みは必要ありません。当日直接お越しください。参加無料。

下表に記載のない日でも「ちょっと大きい子のためのおはなし

会」（4、5歳以上向け）楅「こども図書館おはなし会」などあり。

内容は予告なく変更することがあります。ご了承ください。

℡ 04-7108-1111

開館時間：

9：3 0～午後5：0 0

休館日 :	月曜日
（祝日・振替休日を除

申込みは必要ありません。当日直接お越しください。参加無料。

申込みは必要ありません。当日直接お越しください。参加無料。

申込みは必要ありません。当日直接お越しください。参加無料。



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

柏子どもの文化連絡会発行、「るって！」の姉妹紙「ほっとハッと通信」は、あそび

の情報、藤田浩子さんの連載コラムのほか、子育て情報が満載です。柏市内の児童

センター、図書館分館等で配布しています。また、ホームページからもご覧になれ

ますので、ぜひ見てみてくださいね。（会員には定期的に配布しています。）るって！

に載せきれない情報も載っています。「柏子どもの文化連絡会」で検索 ！ 

世界に一冊！ぼくの、私の「ガイドブック」 

「サポートブック作成会」 

とき 10 月 10 日（木）10：00〜12：00（受付 9：30〜） 

場所 コミュニティカフェ大きな木 

    （柏市北柏 2-3-18）北柏駅より徒歩 1 分 

講師 高畑和子先生（言語聴覚士・特別支援教育士） 

内容 子どもの特性やコミュニケーションの取り方 

  をまとめてみましょう 

対象 保護者・支援者などどなたでも参加できます 

定員 先着 15 人 

参加費 500 円 

申込・問 柏市自閉症協会 FAX 04-7135-1410  

       E-mail kashiwa.asd@gmail.com 

ブログ内「こくちーず」 

       http://blog.goo.ne.jp/Kashiwa-asd/ 

 

—ハンディのある人もない人もみんなが主役—  

第 15 回水の輪 夢❤︎こんさーと ＆作品展 

■作品展 9月18日(水)～23日(月・祝)10:00～午後4:00(初日

のみ午後 1:00～)  ギャラリー1・2  無料 

■こんさーと 9 月 23 日(月・祝) ふれあいホール 

 開場 12:40 開演午後 1:00 終演午後 4:00(予定) 

 入場料 大人 1,000 円 子ども(小・中学生)500 円 

※未就学児と上記券種で障がい児・者が来場する場合 

その介助者 1 名は無料） 

【第一部】和太鼓、トーンチャイム､ピアノ､詩の朗読、､合奏など 

【第二部】スペシャルゲスト スギテツコンサート「クラシック

で笑顔を創る」をモットーに、聴くだけでなく観て楽しいコンサ

ート活動を続けるピアノとヴァイオリンのデュオ。 

主催 水の輪夢♥こんさーと＆作品展実行委員会 

福祉ネットワーク水の輪 柏支部 

チケット・問 ☎ 04-7133-7261（石渡） 

 

ほっとひといき… 

 「るって！」で紹介されていた須藤シンジ氏の講演会に行ってきました。次男

が脳性まひで生まれたことから、華やかな流通業界を退社。マイノリティーが当

たり前に混ざり合う社会をめざし 商品開発やコンサルティングの会社を立ち上

げ、行政と協働したマチづくりをすすめているそうです。 

 障害のある人と出会うと、一昔前は、「かわいそうだから見ちゃだめよ」が親の

セリフではなかったでしょうか？教育の現場では、分けられているのが当たり

前。知らないという事は、怖いにつながるそうです。これから子育てする人に

は、たとえば、子どもが「あの人なんで手が無いの？」と聞いたら、「なんでだろ

うね、聞いてみようか？」といってほしいそうです。（もちろん状況に応じて） 

 NPO も立ち上げて、障害者が地元のサッカーリーグ開催の際のスタッフとし

て、チラシ配りやチケットもぎ切りなどの就労体験機会を作り、ワクワクしてしまう

ような場所で障害者の姿を見てもらい、「かわいそう」じゃなくて、一緒に「楽し

い」と感じながら多くの人と混ざっていく状況を作っているそうです。柏でも、実

現可能なお話ですね。 

意識のバリアーをはずすには、知ることが第一歩。昨年、「人形劇きらり☆」メ

ンバーで、ある福祉作業所のお祭りで、おはなし会をすることになり、下見に行

った時のこと、袋にねじを入れる作業をさせてもらいました。様々な障害を持っ

た方たちの中で、軽い緊張を感じながらも、会話をしながらの手作業は、私を優

しく包んでくれる空気に不思議な一体感がありました。それは、意識のバリアー

がはずれる経験だったかもしれません。というわけで、水の輪コンサートも素敵

な出会いがあるかも。 （団体会員「NPO こどもすぺーす柏」発行「サラダ」182

号より部分掲載 大塚咲子） 

と	


