
  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO.215（１) 

《柏子どもの文化連絡会って？》 

 1994 年発足。人と人のつながりの中で子どもたちの 

心が豊かに育ってほしいと願って活動しています。 

2011 年度には、子どもの読書活動優秀実践団体として 

文部科学大臣より表彰を受けました。 
 

★現在の主な活動★ 

・「柏市おはなし会Ｓ’わくわく人形劇まつり」 

・「増尾のもりでいっしょにあそぼう！」 

・小学生以上の子どもの居場所「The みんなのひろば」 

・会報「ほっとハッと通信」発行 

・障がいのある子どもたちへの情報紙「るって！」発行 

・講演会などの企画 

会員を募集しています 

子どもや子育てに関わる活動をしている

方や、活動に参加してみたい方大歓迎です。

事務局までお問い合わせください。 

《2019 年９月現在の会員数／団体 12・個人

59・賛助３》 

事務局 

携帯 090-7708-0691  

Fax 04(7108)1771   

E-mail   

kashiwakobunren@gmail.com 

URL http://kashiwa-kobunren.jimdo.com/ 

  

2019 年９月12 日発行 NO.215 

発行者 柏子どもの文化連絡会 

発行部数 800 部   

 

2019.９月 

NPO法人として活動をスタートして 15年。「NPOこ

どもすぺーす柏」は「閉会」の選択を模索し始めて

いた。長く活動している団体の前に壁となって立ち

はだかる様々な事情。しかし一転！ 存続へと舵

を取ることに。2019年、新生「NPOこどもすぺーす

柏」が新たな一歩を踏み出した。 

   

特集

 新体制でスタート   

原動力は 

子どもたちの思い  

（特）NPO こどもすぺーす柏 

 

 特定非営利活動法人 NPO こどもすぺーす柏（以

後「こどもすぺーす」と略す）は、30 年活動して

きた「柏子ども劇場」が前身。15 年前に、対象を

地域の子どもたちに広げて社会貢献を目指す NPO

法人としてのスタートを切った。  

 その根っこには「子どもの権利条約」の精神に基 

づき、子どもも大人もひとりの人間として尊重した

い、子どもの自己肯定感を育みたいという会の理念 

があった。 

「舞台鑑賞」「あそび」「子どもの表現活動」「子

育て支援」など、理事が中心となって、話し合いを 

重ね、たくさんの活動に取り組んだ。 

しかし、会員の減少と長期の活動による理事の疲

弊に対する解決策を見出すことができず、2018年

度をもって会を閉じることを理事会が決めたのが

2018 年初頭のこと。 

理事会は会員ミーティングで「閉会」を会員に提

案、惜しむ声は多く聞かれたが「閉会を受け入れざ

るを得ない」という反応が大勢を占めたという。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO.215(２) 

(３)  

〈団体ファイル〉 
 

◆特定非営利活動法人 NPO こどもすぺーす柏 

◆代表者：大塚 咲子 

◆連絡先：電話 080-3738-8451 

E-mail info.kodomospace@gmail.com 

ブログ「 NPO こどもすぺーす柏」で検索を 

FB     「あそび 舞台鑑賞 子育て支援 ｎｐｏ 

こどもすぺーす柏」で検索を 

LINE@   「 NPO こどもすぺーす柏」で検索を 

インスタグラム kodomospace_kashiwa 

◆結成年： ２００３年６月 

◆結成のエピソード 

前身の「柏こども劇場」が創立３０年の年に、その理

念と事業を引き継ぎ、さらに社会に貢献することを

目指し NPO 法人となりました。柏こども劇場の会

員が立ち上げました。 

◆メンバー数 

正会員 61 名、こども会員 16 名、賛助会員 個人：

39 名、団体：２社 

◆活動内容  

プロによる生の舞台鑑賞、キャンプなどの野外活動、

アートによる表現活動、乳幼児向けおはなし会、子

育て講演会、ステップアップ学習会アドバイザー 他 

すべてのこどもが、“自分のことが好き”って思える

ことを目指して、事業を行っています。 

◆苦労したこと、していること 

事業は、今まで通り会員が支えてくれていますが、

NPO としての事務手続きは、初めて尽くしの 1 年

目で苦労しています。 

◆「これがあるから続けています！」 

みんなの笑顔！（おとなも子どもも） 

◆今後どうしたいですか？ 

今まで続けてきたことを大切にして、子どもの心豊

かな成長を願い、自主的、文化的、創造的な活動を行

っていきます。  

 

ところが、その後すぐに「こどもすぺーす」の活

動の中で育った子どもたち（小学 6 年生～学生、社

会人）から「私たちがやる！」という声が上がった。 

6 日後の会員ミーティングで、大塚さん、高市さ

んが理事になる意思を表明、会存続に向けて、船が

動き出した。 

「原動力は子どもだった」と大塚さん。「自分が

できるとは思わなかったけれど、子どもたちがやり

たいと言ってくれている。責任は大人が取らなけれ

ば…という気持ちがわいた」。 

 NPO には３人の理事が必要。大塚さんと高市さ

んの誘いで、理事となった高橋さんは会員となって

5 年と日が浅いが「（子どもたちの思いを知って）、

自分達の後に続く人がいるに違いないという安心

感、次世代がいるという希望があった」 

活動は全部引き継ぐ！ 

 会の活動は、「鑑賞部」「あそび部」「子どもの表

現活動部」「子育て支援部」「渉外部」などに所属す

る部員が実行している。新理事は全部の部を回って

「続けてください」と話した。部員から「やめる」

という声はなく、どの部も思いを持って取り組んで

いることを感じたと高市さん。     

NPO 法人をやめて任意団体として自由に活動す

るという選択肢もあったが、ミッションとして社会

貢献をかかげて活動する NPO だから意味がある。

いままで築き上げてきたものをなくしたくないと

大塚さん。 

新体制になって、変えたのは会員制度。これまで

は家族会員という形があったが、大人も子どもも一

人ひとり自分の意志で選んで会員になる。 

6 月 9 日の総会を経て、新体制でスタートし、

すでにデイキャンプ、鑑賞会、２泊３日のキャンプ、

様々な書類作成などに取り組んでいる。 

最後にこれからの抱負を聞いた。 

「一度は閉会の判断をした前理事も、全員残って新

米理事を支えてくれています。会の理念を伝え、会

員がやりがいをもって活動できる会であり続けら

れるよう頑張ります」と大塚さん。 

高市さんは「会計など書類作成を頑張ります！

（笑）(こどもすぺーすは)若者からシニアまでひと 

つの団体に混在している無二の存在。大切にしてい

きたい」と。 

「鑑賞部の担当理事として、一つ一つの鑑賞会を

一生懸命取り組みたい」と高橋さん。チームワーク

抜群の様子。これからの「こどもすぺーす」に期待

したい。 

【今後の予定】「世界で一つだけの絵本づくり」講

座 （ 11/24 ､ 12/1 ､ 12/8 ） ､ デ イ キ ャ ン プ

（11/4）、舞台鑑賞会「みんな de らくご 其の四」

(12/7)。本紙情報コーナーを、毎月お見逃しなく！ 

 

mailto:info.kodomospace@gmail.com


本来青いクレヨンなのになぜか自分には生まれた時から「赤い」という名前がついていて、自然にふ

るまっても、赤にはなれない。周りは、努力が足りない、怠けているなどいろいろ言うけれど、ある日、

新しい友達に海をかいてと頼まれ、描いてみたら・・・自分も周りも変化していくところに、好感が持

てました。 

著者自身に読字障害があり、人を外見で判断することや、だれにでも長所と弱点 

があるということ。子どもを失敗ではなく成功によってだけ判断しようとすること 

や自分の居場所を見つけることの大いなる喜びについて考えを巡らせていただき 

たいと願っているこの本。 

そでに書かれている“あなたのためにかきました”という思いを胸に、子ども達 

に届けていきたいと思います。東葛地区母親読書センターで去年講演頂いた細江幸 

世先生からＬＧＢＴについてのお薦めの本のひとつです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

戦後の国語改革というのは知識層にはあまり良

い評価はされませんでしたが、私はとてもよかっ

たと思っています。良かったとはいえ、私個人にと

っては一旦覚えたものを覚え直すという作業は結

構手間がかかりまして、今でも最初に覚えたもの

が残っています。 

 文字を習い始めたときに「てふてふ」を「ちょう

ちょう」と読み「いふ」を「ゆう」と読むようにと、

しっかり叩き込まれてきた私ですが、多少のわず

らわしさもあっても、ちょうちょうと書くことに

違和感はありませんでした。「櫻」が「桜」になっ

たり、「國」が「国」になったのも、書きやすくな

ったので、すぐ馴染みました。ただ「多勢」を「大

勢」に「訊く」を「聞く」にと 

言われると、人がたくさんいる 

ときは、やっぱり多いという字 

を使って「多勢」と書きたいし、 

  

少し昔のこと〈55〉 藤田浩子の 

NO.215（３) 

ものを尋ねるときには「訊く」を使いたくなるので

す。 

ですから私個人にとってはわずらわしいことも

ありましたが、世の中全体としては、読み書きがラ

クになり、文盲（字の読めない人）が減り、それに

伴い文化の向上にもつながったと思います。私が

我が子を小学校に通わせているときでさえ（40～

50 年前）、学校に提出する書類は旦那様に書いて

もらっているという母親もいました。もちろん６・

３制の学校教育は施行されていましたし、新聞の

漢字にルビが振ってあった時代もありました。で

も、家業に忙しい家庭の子は新聞なんぞ無縁だっ

たでしょうし、学校より家の手伝いのほうが重要

でした。弟妹の子守に追われて休みがちだったと

いう友だち、親が亡くなってその後、畑を守るのに

精一杯、学校どころではなかったという友だちも

いました。夜間中学のことが新聞に載っていまし

たが、必要な人はまだまだいると思います。 

リレー連載 ＜188＞ 

＞ わたしの大好きな絵本      

米山典子（流山小学校 おはなしのもり） 

『レッド あかくてあおいクレヨンのはなし』 

 マイケル・ホール 著  上田勢子 訳 

子どもの未来社   

国語改革 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO.215(４) 

情報コーナー 
★団体会員 ☆個人会員・賛助会員関連団体 

◆おはなしのへや ☆ 

と き 毎週土曜日 14:00～14:30 

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 

問合せ ☎ 04-7164-8836 鍋田 

 

※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。 

に生まれて、人と人を暖かく結び付け嬉しい人間

関係・社会作りに貢献しているのでしょうか？◆

小３女子甘ちゃんは、僕に優しい。あれ持ってき

てくれる、これとどけて、何でも「は～い」「わ

かった」「行ってくる」と。脚・腰が不自由な僕

を「いたわる」かに見える。母親にそれとなく聞

き取って貰ったら「簡単なことだし、うっちー動

きにくいようだし、かわいそうにおもったり、や

ってあげれば必ず『ありがとう』ってゆうし」母

「保育園のころも『気遣いの出来る優しい子で

す』って褒めて貰っていたけど…。家では、優し

い様子を見せたこと無いわね!」「当たり前でし

ょ、私一番小さいの。お爺さん、お婆さん、パパ、

ママ、おにい、今は、私は甘えていていいの。 

たまにはやってるでしょ」優し 

さの在り方・育ち方の一つで 

しょうか。 

 

夏の２泊３日の町づくり宿泊では、家電量販店

からいただいた冷蔵庫を運搬する大きなダンボ

ールを使って自分の家を造る。７歳の学園生も、

30 歳を越える学園生も沢山のダンボールの中

から選んで、家づくりが始まる。この時間の会話

を拾って見ると面白い◆①お隣同士だから、壁は

共有にしようよ。はいはい。②切るのにダンボー

ルが動いちゃて困っています。切ってあげるよ。

③食事の時のちゃぶ台も欲しいな。本物の机にダ

ンボール貼るか?④表札も作ろうかな?⑤家の屋

根に☆形や○や□の穴を開けてる家を見て何し

ているの？「寝ながらお星様を見ようとおもって

ね。」「楽しそう、俺にも、私にもやらせて」◆

こんな会話を聞きなながら２泊３日をすごすと、

子どもっていいな・若者もいいな、いや人間って

いいなと、つくづく思うんです。そしてふと会話

に伺われる「優しさ」のようなものは、どのよう 

いつも子どもと一緒・うっちー 
 子どもの『優しさ』は 

         天性か・育つものか                 

内堀照夫(ゆうび小さな学園) 

NO.95 

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  

☆ 

 

 

ところ けやきプラザ（常磐線我孫子駅南口徒歩１分） 

■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(ご自由にご覧ください) 

■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、 

ダンス､うたとギター､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。 

※コンサート当日 12:00 から近隣福祉施設などによる 

バザー販売あり） 

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・問合せ ☎ 04-7133-7261（石渡） 

      

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO.215(５) 

◆楽々会 ♡大人が絵本を楽しむ集い  ☆ 
と き ９月 19 日(木) 10:30～絵本の読み聞かせ  

開場 10:00～12:00 毎月第３木曜日 

予約不要 退場自由 

ところ 古書絵本専門店ブックススズキ（柏市松葉 

町 5-15-13 TX 柏の葉キャンパス駅東 

口、北柏駅南口よりライフタウン循環バス 

乗車 10 分､松葉５丁目 or７丁目下車徒歩 

３分）P：松葉町けやき通り、一橋ゼミを曲 

がり､2 本目角「平山駐車場」６・12 番､楽々 

会開催日のみ臨時用として 21・22 番も。 

なるべく公共交通機関をご利用ください。 

対 象 老若男女どなたでも、乳幼児連れ、大人の 

ひとり参加も大歓迎 

連絡先 ブックススズキ ☎04-7132-5870 

ブログ https://ameblo.jp/books-suzuki/ 

 

◆ポレポレ（ＮＰＯこどもすぺーす柏主催）★ 

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 

問合せ ☎ 080-3738-8451 

 

◆デジタルクラブ 

「おもいで・たくさんコンサート」 
と き ９月 21 日(土) 

ところ 柏市民文化会館小ホール  

【午前の部】開場 10:30 開演 11:00 

【午後の部】開場 午後 1:30 開演 2:00  

どちらも子ども向け 70 分コンサート。演奏する 

曲目は同じ。入場無料、直接会場へ 

主な演奏曲目 ディズニー映画特集（メリーポピン 

ズ、アラジン、リトルマーメイド）、おかあさんとい 

っしょの歌（あさごはんマーチ、虹のむこうに、 

おめでとうを 100 回）、夢をかなえてドラえもん等 

問合せ デジタルクラブ 

メール  d-club@jcom.home.ne.jp 

 

◆自分の責任で自由に遊ぶ 

 １日プレーパーク in 沼南 冒険遊び場 

※今年度から奇数月の第３土曜日開催です 
と き ９月 21 日(土)11:00～午後 2:00 小雨決行 

ところ 大津ケ丘中央公園（柏市大津ケ丘 2-1） 

内 容 ロープあそび､ハンモック､木工､けん玉､皿回 

し､こま､ベーゴマ､釘さしなど カレー 

(100 円)､あそ棒パン作り(50 円)､マシュマ 

ロ焼き(20 円)  

持ち物 カレーを入れる容器とご飯､スプーン､水筒 

レジャーシート 

※ゴミは持ち帰りましょう！汚れてもよい服装で。 

問合せ ☎ 080-3424-3502 左合 

 

 

◆茶道に親しむ会 ★ 

と き 9 月22 日(日)10：00～11：00 

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 

 

◆柏おもちゃ図書館“かたつむり” ★ 
障害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サロン 

〇と き ９月 22 日(日)10:00～午後 3:00 

（12:00〜午後 1:00 休み） 

ところ しこだ児童センター１階 

〇と き ９月 28 日(土)10:00～午後 3:00 

（12:00〜午後 1:00 休み） 

ところ 沼南社会福祉センター２階 

〇と き 10 月 13 日(日)10:00～午後 3:00 

（12:00〜午後 1:00 休み） 

ところ 柏市中央保健センター 測定室 

（柏市柏下 66-1 保健勤労会館１階） 

問合せ ☎ 070-6408-0081 菅井 

 

◆柏 PapaShakeHands  

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）※雨天決行・荒天中止 

ところ 柏市青少年センター 

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！※雨天の時は､室内での食事・遊び 

対 象 子どもと保護者 先着 15 組 

費 用 1 家族 1,000 円 

持ち物 おわん､コップ､飲み物､お手拭き､お箸・フォ 

ーク､軍手､タオル､着替え､雨具など 

申込み QR コードまたは 

柏 PapaShakeHands の 

FaceBook ページから 

問合せ 柏 PapaShakeHands 

メール kashiwa.psh@gmail.com 

当日問合せ ☎ 080-5836-0150（三好） 

 
 

mailto:kashiwa.psh@gmail.com


 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO.215(６) 

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 

問合せ 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 

    （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、年齢別の紙芝居、歌あそびなど 

問合せ ☎・Fax 04‐7133‐7163 熊谷 

 

◆プレーパークの会・あそぼうよ 
と き 10 月 12 日(土)11:00～午後 2:00  

ところ 松葉第一近隣公園（野球場隣） 

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)※ごはんとスプーンを持ってき 

てね。 

問合せ ☎ 04-7134-2771 後藤 

 

 

 

 

 

 

◆おはなしおはなしグーチョキパー ★ 

＜ 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 

ところ 永楽台児童センター（近隣センター内) 

内 容 絵巻物「つきのぼうや」 

テーブル人形劇「ノンタンぶらんこのせて」他 

問合せ ☎ 090-7207-7734 繁田 

 
◆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 

対 象 小学生以下(幼児は保護者同伴) 

内 容 みんなで遊ぼう！ 紙飛行機飛ばし、昔あそ 

びなど※当日は汚れてもよい服装で！ 

☆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 ※駐車場はありません 

主 催 とみせプレーパークの会 

問合せ ☎ 080-3094-7731 受川 

 

◆(特)ＮＰＯこどもすぺーす柏 ★ 

＜ 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！ 

問合せ (特)ＮＰＯこどもすぺーす柏 

☎ 080-3738-8451 

＜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) 

申込み 10 月 2 日(水)よりパレット柏  

☎ 04-7157-0280 

問合せ (特)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 

問合せ 社会福祉法人 晴香 子育て支援 

 ☎ 047-315-2985 

 

 

９/18

（水）

午後3：00

～3：30

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

９/19

（木）

10：30

～11：00

読み聞かせ・楽しいこどもの歌

　出演：ぞうさんのしっぽ

９/22
(日)

午後2：00

～2：30

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

10：30

～11：00

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3：00

～3：30

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

９/27
（金）

10：30

～11：15

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

９/24
（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）､「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 ：

9：30～午後5：00

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。



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO.215（７） 

※児童センターのイベントについては、「広報かしわ」または「柏市子育てサイトは

ぐはぐ柏」などでご確認ください。費用について記載のないものは無料、申込みに

ついて記載のないものは当日直接会場へ。申込み・問合せは各センターに電話で。 

 

 ＜しこだ児童センター＞☎ 04-7145-2522 

●プラレールで遊ぼう 

線路を自由につないで､遊びながら楽しく交流します／と 

き＝９月 21 日(土)10:00～11:30／対象＝どなたでも 

(未就学児は保護者同伴)先着 20 人 

●子育てミニ講座「発達が気になる子の就園，就学の悩み」 

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／と 

き＝９月 22 日(日)10:00～11:00(個別相談は 11:00～ 

正午) ／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 

●ツインズ～多胎児のつどい～ 

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／とき＝10 月４日 

(金)10:00～11:30／対象＝多胎児と保護者､先着 15 組 

●うたってあそぼう 

季節の歌や童謡､手遊びを楽しみます／とき＝10 月９日 

(水)10:50～11:20／対象＝乳幼児と保護者､先着 30 組 

 

＜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 

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／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／ 

対象＝小学生以上､先着 20 人／申込＝９月 17 日(火) 

10:00～ 

●はぐはぐスペシャル「運動会ごっこ」 

親子で楽しく運動をして運動会の雰囲気を体験します／と 

き＝10 月 16 日(水)11:15～11:50／対象＝乳幼児と保 

護者､先着 20 組 

 

＜布施遊戯室（布施近隣センター内）＞ 
 ☎ 04-7135-3960 
●なかよし広場 

手遊びをしたり､親子で交流したりします／ 

とき＝９月 24 日､(火)・10 月８日(火) 

10:00～11:45／対象＝乳幼児と保護者 

●ハッピーハロウィーン！ 

簡単なハロウィーンの工作や歌などを楽しみます／とき＝ 

10 月 28 日(月)10:30～11:30／対象＝乳幼児と保護者 

､先着 15 組／申込＝10 月２日(水)午後 3:00～ 

＜永楽台児童センター＞☎ 04-7163-4050 
●つくってあそぼう「プラバン工作」 

プラバンでストラップやブレスレットを作ります／とき＝ 

９月 28 日(土)午後 1:30～3:30／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」 

親子で交流しながら競技を楽しみます／とき＝10 月７日

(月)10:30～11:30／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！」 

仮装コンテストの参加者を募集します／とき＝ 

10 月 27 日(日)9:15～11:30／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～ 
●【講座】もしもの時の乳幼児応急手当 

「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／とき＝11 月８ 

日(金)10:00～11:30／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～ 
 

＜高柳児童センター＞ ☎ 04-7190-1348 
●わくわくスペシャル 森のコンサート 

「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／とき＝９月 19 日(木)11:00～11:50／ 

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！」 

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 

／とき＝９月 22 日(日)10:30～11:30／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～ 

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／とき＝10 月１日(火 )10:00～

11:30／対象＝多胎児と保護者､先着 10 組 

育児の知識やスキル､親の役割などを学びながら､初めて赤 

ちゃんを育てているお母さん同士が交流をします。 

【対象】 生後２ヶ月から５ヶ月までのお子さんを初めて 

育てているお母さん（令和元年５月８日～令和元年８月

17 日生まれの赤ちゃんと母親） 先着 20 組  

【場所】 しこだ児童センター 

【費用】 テキスト代 1000 円 

【日程・内容】 全４回連続講座 各日 10:00～正午 

第１回 10 月 17 日(木)…新しい出会い 

第２回 10 月 24 日(木)…赤ちゃんのいる生活 

第３回 10 月 31 日(木)…赤ちゃんとの接し方 

第４回 11 月 7 日(木)…親になること 

【申込】 ９月 17 日(火)しこだ児童センターへ電話  

親子の絆づくりプログラム「赤ちゃんがきた」

（ＢＰプログラム） 

対象は乳幼児の親子。事前予約不要。気軽に参加してみん

なでわいわいと楽しみましょう！ 

○ふれあい親子広場…市内の公園､近隣センター等で、児童 

厚生員と一緒に手遊びや体遊び､エプロンシアターなど 

を楽しみます。 

○子育てサークルへの遊びの支援 

定期的に活動している子育てサークルに､児童厚生員が 

出向き 親子と一緒に遊んだりおもちゃ作り等のノウハ 

ウを提供します。 

《９月》 

18 日（水） 柏の葉公園《柏の葉４丁目》 

24 日（火） 柏リフレッシュ公園《南増尾５８－３》 

26 日（木） モラージュ柏《大山台２丁目》 

《１０月》 

4 日（金） 南柏児童遊園《南柏２丁目》 

  9 日（水） 南部公園《新逆井２丁目》 

15 日（火） 増尾城址総合公園《増尾６５０番地》 

※雨天中止（ただし､モラージュ柏など室内は､雨天決行） 

※時間は，10:30～11:30 

問合せ しこだ児童センター ☎ 04-7145-2522 

ふれあい親子広場 わいわい 



 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

NO.215(８) 

《運営委員会報告》 

【事務局】 
① くりの木幼稚園(幼保連携型認定こども園)子育て支援  

7/22(てんとう虫清水氏) 親子 20 組 56 名参加、スタッフ３名 
8/5（ひめ） 親子 25組 72名参加、スタッフ２名  
8/19（あっぷっぷ）親子 18組 41名参加、スタッフ１名 

② みんひろ 7/13工作びっくりおばけ、すいかうちわ、卓球ほか 
小学生 13 名、スタッフ３名 8/10 工作スイーツデコ（協力:マロ
ングラッセ）卓球ほか小学生 14名、中学生 12名、スタッフ２名 
次回みんひろ 9/14 

③ はぐはぐ☆子育て応援フォーラム柏 2020開催日(3/15)、8/23 第
1回参加団体の参加団体会議に 1名参加 ブース内容検討 

④ 事務カフェ 9/10 開催予定 会費・協賛金集計・会計確認 
 〔広報委員会〕 

・8/26NPOこどもすぺーす柏取材  

・8/26夜会議４名 ・次号№215号 9/12発行 

【第 25回柏市おはなし会 S’わくわく人形劇まつり】  

11/17（日）開催予定（ひまわりプラザ） 

・7/31.8/21プロジェクトＷ 

・9/4第２回準備会ちらしチェック９名参加 

・9/25第３回準備会ちらし印刷・仕分け予定 

【福祉委員会】 

・9/12るって印刷後、定例会予定 

【スキルアップ講座】※パレット柏共催 

・8/29 会議３名参加 担当決め、後援依頼・ポスター作成打ち合わ

せ ・開催予定日 2/16(日)講師：アフタフ・バーバン清水洋幸氏 

 

 

 
次の定例運営委員会は 10/11（金）

9:00～11:00 永楽台近隣センター

和室で行います。どなたでもご参加い

ただけます。事務局までお問い合わせ

ください。 

 

8/6,9/6定例運営委員会報告 

※ 運営委員会報告に関するご質問・

ご意見は事務局 090-7708-0691 

Ｆax 04-7108-1771（鈴木）まで 

 

 

ほっとハッと通信局（日比谷）Tel・Fax 04-7149-1712 ★mail ：hothattsushin@gmail.com 

 

gmail.com 

次号(NO.216)は 10/10(木)印刷予

定です。情報など 9/27(金)までに

お寄せください。 

 

《こちらほっとハッと通信局》 
♡残暑はあるものの、少しずつ感じる秋

の気配に、ホッと珈琲ブレイクを楽しん

でいます。夏の疲れを癒しながら、また

一歩ずつ歩いていきます。（ひらぷー） 

♡今さらながら水泳教室に通っていま

す。私の通った十勝の小中学校にはプー

ルがなかったのです。落ちこぼれていま

す。目標はカヌー、道は遠いです(ひび) 

 

★今月のカット ：miracoo＆

hiracoo さん 

☆「藤田浩子の『少し昔のこ

と』」カット：門井すみ子さん 

と き 10 月 12 日(土) 

午後 1:30～4:30 

ところ 永楽台児童センター 

内 容 工作「ハロウィーンおば

け」・卓球・ボードゲーム

ほか 自由に過ごせます。 

問合せ 永楽台児童センター 

 ☎04-7163-4050 

みんひろ 
（Theみんなのひろば） 

障がいのある子もない子も“同じ釜のめしを食う”ことを目的の 

宿泊事業において､料理や野外レクリエーションをしながら､子ど 

もたちと共に生活します。青年～中高年まで､様々な年齢層のかたを歓迎します。 

【と き】①10 月６日(日)9:30～午後 2:00 

      ②10 月 19 日(土)正午～20 日(日)午後 3:00（１泊２日）  

【ところ】①柏中央近隣センター（アミュゼ柏） 

②県立手賀の丘少年自然の家 

【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 

【費用】・ボランティア体験 2,700 円  ・ボランティアスタッフ 無料 

【申込み】受付中 しこだ児童センターへ電話 ☎ 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 

＜児童センター情報つづき＞ 


