
  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO.216（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 10 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10月10日発行 NO.216 

発行者 柏子どもの文化連絡会 

発行部数 1000 部   

 

2019.10月 

 

特集 

11/17(日) 沼南３会場で初開催！ 
ひまわりプラザ（沼南近隣センター） 

こども図書館・市民交流サロンで“わくわく”してね！！ 

第２５回柏市おはなし会 S’わくわく人形劇まつり 

 

「第 25 回柏市おはなし会 S’わくわく人形劇まつ

り」11/17(日)に開催です！！（主催：柏子どもの文

化連絡会・柏市中央公民館） 今年は、会場を沼南に移

し、沼南近隣センター（ひまわりプラザ）・こども図書

館・市民交流サロン（こども図書館建物 2 階）、3か所

で楽しい時間が過ごせます。 

開演は 12:30。人形劇、ペープサート、紙芝居など、

みんなが大好きなおはなしが楽しめます。歌ったり踊

ったり、工作・ゆったり遊びコーナーなど盛り沢山で

す。 

皆さん！！たくさんのおはなしや絵本に会いに来て

ください。わくわくな一日になるように、スタッフ一同

お待ちしています！今年のプログラムは緑色。近隣セ

ンターや図書館、情報コーナーなどに置いてあります

ので、ぜひ手に取って見てくださいね。それでは、参加・

協力団体を紹介します。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ミニシアターはらぺこくん 
（柏子どもの文化連絡会団体会員） 

代表者 熊谷 道子 

連絡先 04-7133-7163  

    mkumagai@ja2.so-net.ne.jp 

結 成 1986年 

メンバー 6人（お母さんたち） 

★一昨年新しいメンバーが加わり、サポートメン

バーも増え嬉しいはらぺこくんです。毎月第２土

曜日、柏ショッピングセンターモラージュ１階モ

ラージュルームや松葉町の集会所でお話し会開

催。集会所もアットホームで大好評！対象は０才

〜小学生。毎夏には４年生〜大人向け怖〜いお話

会を開催。詳しくはHP、ブログを見てね！ 

 

人形劇サークル 「てんとう虫」 
（柏子どもの文化連絡会団体会員） 

代表者 加藤 美也子 

結 成 1983年  

メンバー 10 人 （ママ アンド ババ） 

★てんとう虫が結成スタートしてから 36 年。毎

年市内の幼稚園、保育所、老人施設、ショッピン

グセンターなどで 10 回程度の公演を行っていま

す。多くの人達が私達の人形劇を観てくださって

います。役を演じながら見る子ども達の笑顔、声

援や拍手が私達の長い継続のカギでしょうか・・・。 

 

NO.216(２) 

(３) おはなしじゃんけんぽん 

メンバー ３人 （子育て中のママたち）  

★メンバー全員、子どもの頃「おはなしおはなしグー

チョキパー」の人形劇を観て育ちました。あれから

20 年以上経ち、母となった私達が人形劇を演じると

は考えてもみませんでした。なにぶん子育て真っただ

中！たくさんの協力をいただき子どもを抱えながら

練習しています。初舞台を応援してください。 

 

おはなしおはなしグーチョキパー 
（柏子どもの文化連絡会団体会員） 

代表者 繁田 江里   

連絡先 04-7169-1546 

結 成 1984年    メンバー 7人  

（年齢不詳な明るいおばば達 ^―^ ）  

★毎月 1 回永楽台児童センターで「おはなし会」をして

います。依頼により小学校、幼稚園、保育園でも公演を

します。私達は生きる力となる知恵や勇気が心に届くよ

う、昔話の力を借りて子どもたちの成長と自立を応援し

ています。令和元年、柏市制施行 65 周年において、市

民活動功労団体として表彰を受けました。 

 

くまのへや 
１階・多目的ホール 

 

沼南近隣センター 

（ひまわりプラザ） 

りすのへや 
１階・集会堂１ 

NPOこどもすぺーす柏「トゥッティ」 
（柏子どもの文化連絡会団体会員） 

代表者 辻 千也子 

連絡先 NPOこどもすぺーす柏 

Info.kodomospace@gmail.com 

結 成 2010年 

メンバー １人＋STAGEA 

（私となくてはならない楽器） 

★定期的な活動はしていませんが、わくわく人形

劇まつりには、結成以来毎回参加しています。

「この曲、知ってる～？」「歌える？」とよびか

けると子ども達は、いつも大きな声で答えてくれ

ます。今年も、たくさん一緒に歌いたいですね～

♪♫私にとっても、う～んと楽しい時間です。 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO.216(３) 

ベリーズ 
（柏子どもの文化連絡会個人会員関連団体） 

代表者 武藤 真美理  

連絡先 090-8307-2660  

結 成  2002 年 

メンバー 12 人 (柏市公立保育園保育士＆OG) 

★柏の保育士同士で結成した仲間たちです。保育

園の子どもたちだけでなく、地域の子どもたちと

も繋がりたいと始めた人形劇。ダンスありパフォ

ーマンスあり手品ありのベリーズの今年のお話

は、3 匹のこぶたが登場するよ。お楽しみに(^o^)/ 

 

柏市立図書館 
代表者 館長  橋本  賢一郎 

連絡先 04-7164-5346 

結 成 1954年 

メンバー 柏市立図書館員 

★柏市立図書館の本館・こども図書館や各分館で

は，絵本の読み聞かせを中心に、てあそびやわら

べうたなども交えたおはなし会を開催していま

す。インターネットやテレビとは一味違った、生

の声でおはなしを聞く楽しい時間を過ごしません

か。是非、お近くの図書館にお越しください。 

 

NPOこどもすぺーす柏 人形劇きらり☆ 
（柏子どもの文化連絡会団体会員） 

代表者 辻 千也子 

連絡先 080-3738-8451 

info.kodomospace@gmail.com 

結 成 2005年 メンバー ４人 

★わくわく人形劇まつりに参加するために、くす

のき燕さん指導のもと結成しました。 

小学 1 年の仲よし４人組が、ただただ遊びます。 

ちょっと昔懐かしいあそびですが、創造してあそ

ぶ面白さを忘れないで欲しい…そんな気持ちで演

じています。「なにする？ナニする？なにする？」

で、はじまり、はじまり～です。ペープサートも

お楽しみに。 

 

うさぎのへや 
２階・学習堂１・２・３ 

ひめ  （柏子どもの文化連絡会個人会員） 

代表者 渡辺 典子  

連絡先 04-7133-6969 

090-7280-3419  

結 成 198２年（37 年）  

メンバー 現在１人（元たつの子お話し会） 

★保育士の傍ら、ギターを抱えて、デイケアセン

ターや保育園などに出かけて行っては、笑顔と元

気をもらっています。老若男女、誰もが楽しめる

お話し会ができればと願っています。今日もいつ

もの黄色いドレスで子どもたちと手あそびやパネ

ルシアターなどでいっぱい笑ったり歌ったり、し

あわせな時間を過ごしたいと思っています。 

 

かめっこ 
（柏子どもの文化連絡会個人会員関連団体） 

代表者 池田 真理子  

結 成 2015年 

メンバー ３人（職場の仲間） 

★いつもは保育園や地域の子ども達と一緒に遊ん

でいる仲間です。ゆっくりのんびり、かめのよう

な歩みの３人組が「わくわく人形劇まつり」のた

めにおはなしを用意しました。みんなの好きな動

物は出てくるかな？ 

なぞなぞしたり、歌ったりして楽しい時間を過

ごしましょう！ 

 

 

おはなしアニマル 
（柏子どもの文化連絡会個人会員関連団体） 

代表者 一ノ瀬 薫 

連絡先 090-9809-7889 

結 成 2009年 

メンバー ６人 （働くママ達とジュニア達） 

★私達はしこだ児童センターのワークショップで

知り合い、上演作品の製作をしながら、おはなし

会を開いています。メインのパネルシアターは子

どもたちとの掛け合いを大切にしています。また

読み聞かせでは触れる機会の少なくなった昔話

を、かわいい絵の立体絵本や大型紙芝居を使用し

て、親しみやすくしています。 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO.216(４) 

 
ことりのへや 
２階・集会室２ 

 

ポレポレ 
（柏子どもの文化連絡会団体会員） 

連絡係 平口 由美 

連絡先 NPOこどもすぺーす柏 

     080-3738-8451 

結 成 2000年 

メンバー 7人＋2人 

（地域のお母さんとその娘たち） 

★ポレポレは、富勢地区の子育て支援で、NPO こ

どもすぺーす柏が立ち上げました。そこから地域

の子育て世代だったママたちが、親子でホッと一

息つける場所を！と、未就園児の親子あそび会を

続けています。今年のわくわくでは、親子ふれあ

い遊びや体操で 1枠、おはなし会で絵本や小物使

いのお話しで 1 枠やります。お楽しみに！ 

 

柏市立柏高校 図書委員会 
代表者 西野 起世子 

連絡先 柏市立柏高校 ℡ 04-7132-3460 

結 成 2007年 

メンバー 図書委員の有志 

◆帰ってきました！ 昨年・一昨年は中間試験と

重なりお休みし、３年ぶりです。 

2007 年に柏市立図書館主催「第 1回としょか

んまつり」でデビューし、翌年から「わくわく」

などの行事で読み聞かせをしています。直前で足

踏みしましたが、今年は記念すべき 10 回目の参

加。どんなお話し会になるのか、楽しみにご来場

ください。 

 

おはなしのへや 
（柏子どもの文化連絡会個人会員関連団体） 

代表者 鍋田 敬子 

連絡先 080-5192-8836 

keiko-storyteller@yahoo.ne.jp 

結 成 1996年（23 年） 

メンバー 7人 （ホザナ幼稚園関係） 

★新田原分館に来ている子どもたちを集めて、毎

週土曜日午後2時から、おはなし会をしています。

手遊びや、絵本の読み聞かせ、ほっこりするよう

なお話を用意して待っております。折り紙も最後

にやりますよ。 

 

 

 

かたつむりのへや 
２階・和室１ 

 
柏おもちゃ図書館“かたつむり” 
（柏子どもの文化連絡会団体会員） 

代表者 小島 道子 

連絡先 菅井 治子   070-6408-0081 

結 成 1985年４月 

メンバー 62 名（男性 10 女性 52） 

★「おもちゃ図書館」は、障がいを持つ子ども達

が、おもちゃを通して楽しく遊ぶことができるよ

うに、また、見守る親御さんも周囲に気兼ねなく

情報交換し、おしゃべりを楽しめるようにと活動

しています。手作りの布おもちゃも、子ども達の

人気です。障がいのないお子さんもどうぞ畳の上

でゆったりとお遊びください。 

 

 

でこぽんず 

代表者 岩立 久美子 

連絡先 090-4743-9773 

     nikonikokumi.1128@docomo.ne.jp 

結 成 2002年 

メンバー 公立保育園保育士 

★今年もでこぼんずのお姉さんと一緒に歌って、 

踊って楽しい時間を過ごしましょう。 

元気なお友達に会えること楽しみにしています 

フィナーレ  大ホール  

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO.216(５) 

市内保育園のお友だちの作品を展示
しています。今年の作品のテーマは
「お気に入りの１冊」です。 

    

 

こども図書館 

パンダのへや もりのひろば  

ぞうさんのしっぽ 
代表者  宮本  雪子 

連絡先  04-7188-1755 

結  成  11 年 

メンバー  24 人 (かしわファミリー・サポート・

センター元会員と仲間たち) 

★毎月 1 回こども図書館や晴香園の子育て広場

で、またお声が掛かれば出向いておはなし会をし

ています。 研修会を企画して絵本の勉強をして読

み聞かせをしあったり、絵本の原画展や美術館に

出掛けて鑑賞したり、皆で高め合い楽しく活動を

しています。 

 

柏わらべうたの会 
代表者 木野 麗子 

連絡先 04-7139-5449 

結 成 15 年以上 

メンバー 5 名程（各所でおはなし会や子どもや

自然に関わる活動をしている人たち） 

★四季折々の豊かな自然の中で育まれたわらべう

たは、家族や地域の関わりの中で行われていた"子

育てのワークソング"です。大人たちは子守唄や遊

び唄で子どもをあやし、子どもたちはわらべうた

の中で、仲間と遊びながら言葉や様々な生きる術

を学んで行きます。 

子育てや子どもたちの遊びを元気にする力を持

っているので、今や日本各地のわらべうたが見直

され、またその方言がとても楽しく魅力的です！ 

ロバの店 
（柏子どもの文化連絡会団体・個人会員関連団体） 

代表者 見城 千佳子 

結 成 1995年(わくわく第１回目より) 

メンバー ５人（子育てが終わり､孫といっしょに

楽しんでいる“こどもすぺーす柏”のシニア） 

★「こどもすぺーす柏」で活動しています。子育て

支援部は毎月１回、パレット柏でおはなし会を開

き､０才～３才のこどもといっしょに遊んだり､鑑

賞部会は､こどもたちの心に響く生の舞台や音楽

を届けるための活動をしています・ 

    

 

「絵本の部屋」 

毎日おはなし会を開いているこども図書館が、この日(11/17)は 

「わくわく人形劇まつり」の会場のひとつになります。 

ひとあじ違ったこども図書館もお楽しみください！ 

    

 



 

 

 
   

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO.216(６) 

《特別後援》 

柏さくらライオンズクラブ 

代表者 会長 杉浦 治夫 

連絡先 事務局 （株）山本工業内  

TEL：04-7173-5480 

結 成 1992年 12 月 

メンバー 37 人 

★柏さくらライオンズクラブは、結成以来今期 27

年目を迎え、これまでの歴史と伝統、成果に加え、

クラブの活性化と更なる地域社会の奉仕活動に、会

員一同精一杯努力をして参ります。 

特に「わくわく人形劇まつり」には、1995 年 7

月第 1 回開催から主旨に賛同し今回の第 25 回ま

で毎年支援を続けております。 

 

 

ほかにも、当日はたくさんの方々のご協力があり、

また日頃より柏子どもの文化連絡会を支援してく

ださる皆様がいます。みんなでつくる“柏市おはな

し会Ｓ’わくわく人形劇まつり”をお楽しみ下さ

い！！ 

(特) ＮＰＯこどもすぺーす柏 
（柏子どもの文化連絡会団体会員） 

代表者  大塚  咲子 

連絡先  info.kodomospace@gmail.com 

結成年  2003年 

メンバー  61 人(会のミッションに賛同する大人) 

★子育て支援の NPO として活動を始めてから 16

年目に突入です！役員が新メンバーになりました。  

プロによる生の舞台を「みる」、キャンプなどで異

年齢の子どもたちで「あそぶ」そんな“わくわくド

キドキ”体験を柏市の子どもたちに届けています。

これからも、これまで掲げてきた「こどもが一人の

人間として尊重される社会」をめざします。 

 

互認会 

（柏子どもの文化連絡会個人会員関連団体） 

代表者 宮武 こずえ 

メンバー 10 人以上 

★メンバーはそれぞれ他の会にも所属している人

が多いのですが、「わくわく人形劇まつり」では、毎

年カレー作りに楽しく参加して来ました。今年は食

べ物の提供がないので、安全見守りスタッフとして

協力。子どもたちの笑顔に会いに行きます。 

 

 

 

 
 

スタッフ協力 いろんな会場で活躍します！  
 

きのこのひろば 
柏市公立保育園ボランティア  
連絡係  岡村  喜美 

連絡先  090-3532-9538 

         kimi-037@ezweb.ne.jp 

結 成  約 6年 

メンバー  30 人程(柏市公立保育園保育士) 

★今年も工作コーナーを担当します。わくわく人

形劇まつりの準備が始まると、一緒に楽しんでく

れるボランティアを募り始動開始！当日を楽しみ

に集まったメンバーと、京紙を使った「はらぺこあ

おむし」と、折り紙を折って手作りおもちゃを作り

ます。一緒に遊べるのを楽しみにしています♥ 

市民交流サロン（子ども図書館建物２階） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

私は若いころ（今から 60年以上前のことです）

「女は１人で喫茶店にはいるものではない」と教

えられて育ちました。高校でも、決められていたわ

けではなかったと思うのですが「１人で喫茶店に

入るな」「1 人で映画館に行くな」「１人でデパート

に行くな」という雰囲気はありました。「深窓の令

嬢」として育てられたわけではありません、ごく当

たり前の、中の下ぐらいの家庭で 

育った私ですが、そのことを厳し 

く言われていたせいでしょうか、 

未だに１人で喫茶店に入れない、 

ひととの待ち合わせで、やむなく 

1 人で入ったとしても、どうも落 

ち着かないのです。 

私の祖母は、1 人でホテルに泊まる 

女は自殺願望か、商売女かどちらかだ 

という偏見を持っていました。 

少し昔のこと〈56〉 藤田浩子の 

NO.216（７) 

その当時だって、仕事を持つ女性はいたでしょ

うし、仕事がらみでホテルに泊まる女性だってい

た筈なのですが、祖母はかたくなにそう思ってい

たようです（もっとも私より年上のホテルの支配

人をしていた方の話によれば、昔はホテル側もめ

ったにない女性の 1 人客にはそれとなく気を遣っ

ていたそうです）。とにかく、その祖母の偏見が私

の頭にあるものですから、この年齢になっても、仕

事の都合で 1 人ホテルに泊まることがあると、ど

うも後ろめたくて居心地が悪いのです。「えらそう

なことを言っても、自立していないのねぇ」と友だ

ちに笑われますが、言い返せない私です。 

今は泊まる女性もそんなことは考えないでしょ

うし、ホテル側も女性の 1 人客に気を遣ったりは

しないでしょう。いい時代になりました。ほんの

50 年か 60 年前まで、そんなことを気にする女が

いた、そして今もどこかでこだわっている私がい

る、ということを知っていただいてもいいかなと、

書いてみました。 

 

 

リレー連載 ＜189＞ 

＞ わたしの大好きな絵本      

天農容子（流山おやこ劇場） 

保育園で、お迎えを待つ子ども達に絵本を読む機会があった。手遊びを交えながら、３、４冊の絵本を

選んで読む。そのときの一冊が『おならうた』。 

 小さな人達は、「うんこ」「おしっこ」「おなら」そんな言葉が大好き！誰かが口に出すと、何人もの子

に伝染しゲラゲラと笑い出す。 

 そんな子どもが大好きな言葉を、谷川俊太郎さんがリズミカルな詩にして、飯野和好さんが個性的な

絵で表現。ページをめくって眺めているだけでも、１人でぷっと笑ってしまう。 

この絵本『おならうた』を 20 人ばかりの子ども達と一緒に見るのだ。楽し 

いこと請け合い。 

 こちらが「いもくって ぶ」と唱えると、子ども達の可愛い声で「いもくっ 

てぶ！」と繰り返す。続けて「くりくって ぼ」に、元気な声で「くりくって  

ぼ！」。こちらの声と子どもの声がこだまして、読み終えたとき笑顔で満開にな 

る魔法の本だ。 

『おならうた』 

 谷川俊太郎・原詩  飯野和好・絵 

絵本館 

女ひとりの喫茶店 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO.216(８) 

情報コーナー 
★団体会員 ☆個人会員・賛助会員関連団体 

◆楽々会 ♡大人が絵本を楽しむ集い  ☆ 
と き 10 月 17 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）けやき通り松葉動物病院３軒隣り。 

P：当店２軒先左折２本目角(平山駐車場)６・20 番。

楽々会開催日は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/ 

 

※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。 

わず「強さんは大丈夫ですか？」と声をかけた。

「俺は大丈夫。元くんは…」と言うのをさえぎっ

て「僕も大丈夫です。サッカーやっている時には

よくあるから」と言葉をつないだ。試合はまもな

く再開●これだけの出来事にいたく心を揺すら

れた。元君と強さんが立場が逆なら、それほどの

驚きは無いかも知れない。元君が自分の痛みを堪

えながら、大人の強さんに「大丈夫ですか」と素

直に声をかけている。元君に心からの拍手を贈り

たい。こんな場面に立ち会える他の参加者にも良

い成長になることだろう●ゆうびは、イベントが

多い。机に向かって学ぶよりも大事な学習を「遊

びのなかで、スポーツを楽しみながら、海や山に

出かけて、etc…」学ぶ。今回のテーマもこれら

の活動を通して 

身につけていく。           

ゆうびの園庭は狭いので学園生の多くがやり

たいと思っている「フットサル」が充分楽しめな

い。そこで代表の植田さんが八方手を尽くして、

野田市のある会社所有の「フットサル場」を無料

で「月２～３回（１回３時間)」借用することが出

来た。毎回 15名前後の参加がある。日頃はあま

り登園しない若者・成人も参加して賑わい楽しむ

◆練習中にも起きるのだが、二手に分かれての試

合になると、敵・味方の体のぶつかり合いは数え

切れない。同年齢のサッカー仲間までは一目置か

れている元くん（11歳)が味方からのパスボール

を猛ダッシュで敵陣目指してボールと一緒に走

り出したときだった。死角から突然現れた強さん

（26歳)の体当たりでとばされ、左脚から簡単に

転倒した。膝小僧に痛みを感じ、服をめくりあげ

てみると血が滲んでいた。ふと顔を上げると、強

さんが心配そうに自分を見ている。元くんは思  

いつも子どもと一緒・うっちー 
 「潔さ（いさぎよさ）」は、どのように育つのか？                 

内堀照夫(ゆうび小さな学園) 

NO.96 

◆ママのぽけっと  ☆ 

〈おはなし会〉 
○と き 10 月 17 日(木)11:00～11:40 

ところ しこだ児童センター 

対 象 乳幼児と保護者 先着 15 組 

内 容 パネルシアター「やさいのうんどうかい」､

「やさいのてあそび」､わらべ歌ほか 

問合せ しこだ児童センター☎04-7145-2522 

○と き 10 月 24 日(木)11:00～11:40 

ところ 光ヶ丘近隣センター遊戯室 

対 象 乳幼児と保護者 先着 20 組 

内 容 同上 

問合せ 光ヶ丘遊戯室 ☎ 04-7170-7600 
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NO.216（９) 

 

 

 

 

◆おはなしおはなしグーチョキパー ★ 

＜ 秋のグーチョキパーおはなし会 ＞ 
と き 10 月 22 日(火)午後 1:30～2:20 

ところ 永楽台児童センター（永楽台近隣センター内) 

内 容 人形劇「さんびきのやぎ」など 

問合せ ☎ 090-7207-7734 繁田 

 

◆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、親子遊びと交流のサロン 

・と き 10 月 26 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２階 

・と き 10 月 27 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１階 

※「おはなしアニマルわくわくデー」（パネルシアタ

ー「だれがすんでいるかな？」などのおはなし会）

も楽しめます 

・と き 11 月 10 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 

 

◆柏市レクリエーション協会    ☆ 

＜ あそびの城 ＞ 
と き 10 月 26 日(土)午後 1:00～2:30  

ところ 永楽台児童センター(永楽台近隣センター内) 

内 容 牛乳パックで「開くと変わる絵」を作ります 

対 象 小学生以上､先着 20 人 

問合せ 永楽台児童センター 

☎ 04-7163-4050   

 

◆茶道に親しむ会 ★ 

と き 10月27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 10 月 25 日(金)までに電話か FAX 

    ☎＆Fax 04-7174-3467 川島 

 

◆第 12 回晴香園フェスタ 

テーマ：Let
レ

 It
イ

 和
ワ

 !!～新時代のはじまりに～ 

と き 11 月２日(土)10:30～午後１:30 

※雨天決行 

ところ 児童養護施設晴香園 (松戸市根木内 145) 

    ※車での来園はご遠慮ください。 

JR 常磐線北小金駅より徒歩 17 分 

東武バス「南柏行」または新京成バス「西新田行」

根木内バス停より徒歩５～６分 

内 容 模擬店、遊びコーナー、商品販売など 

※バザー…物品提供（新品に限る）のご協力をお願い

します。10 月 25 日(金)まで。 

問合せ ☎ 047-345-2722 

 

◆(特)ＮＰＯこどもすぺーす柏 ★ 

＜デイキャンプ＞ 

と き 11 月４日(月・祝)9:30～午後 4:00 

(9:00 受付開始) ※雨天決行・荒天中止 

ところ 手賀の丘公園キャンプ場 

集合：どんぐりの家傍で受付 

内 容 野外料理､あそびなど 

参加費 小学生以上900円・幼児 

(３才以上)700円 

※初参加の方と小学３年生までは保護者同伴 

定 員 50 名  

申込み 10 月 11 日(金)から申込み専用メール 

Kodomo20190609@gmail.com へ 

以下の内容を記載して。 

タイトル「デイキャンプ参加」 

① 名前 ②ご住所 ③連絡先（携帯番号） 

④参加人数 ⑤参加者全員の名前（子どもは

年齢・学年も記載） 

※定員になり次第締め切り 

※11 月１日以降キャンセルの場合、キャンセル料

700 円 

問合せ ☎ 090-1149-0026 高市 

〈 パレット柏おはなし会 〉 

と き 11 月６日(水)10:30～11:00 

ところ パレット柏 ミーティングルーム D 

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 

J-CAPTAフィンケルホー記念 

～子どもへの暴力防止フォーラム2019 in 柏 

子ども虐待防止における「チーム学校」の可能性 

 

 
と き 10 月 26 日(土)午後 1:30～5:00(開場 1:15) 

ところ ☎さわやかちば県民プラザ（大研修室） 

    ＊申し込み不要。直接会場へ 

■第１部 講演：「子ども虐待とスクールソ－シャルワ

ーク」～チーム学校における虐待の予防・介入・支

援～」 

講師：西野緑さん（大阪府教育委員会チーフ・スクー 

ルソーシャルワーカー/関西学院大学・関西国際大学 

非常勤講師/J-CAPTA トレーナー） 

■第２部 パネルディスカッション：「子どもの人権を 

守るために、チーム学校は何ができるか？」 

パネリスト：柏市教育委員会指導主事 杉本祥子さん 

東京弁護士会子どもの権利委員会発行部会部会長 佐

藤香代さん 

主 催 一般社団法人 J-CAPTA・CAP なのはな 

問合せ CAP なのはな ☎ 070-6513-7087 

 

      



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO.216(10) 

◆ポレポレ（ＮＰＯこどもすぺーす柏主催）★ 

と き 11 月 15 日(金)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 

 

◆ぞうさんのしっぽ  ☆ 
〈 おはなし会 〉 
と き 11 月 15 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 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆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 

 

 

◆おはなしあっぷっぷ  ★ 
〈 おはなし会 〉 
と き 11 月８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､パネルシアターなど 

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 ★ 

〈11 月のおはなし会〉 
と き 11月９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 柏市松葉町 4-7-7 北柏ライフタウン集会所 

（JR 常磐線北柏駅南口、TX 柏の葉キャン 

パス駅東口より「ライフタウン循環バス」で 

「松葉中学校前」下車徒歩１分）※駐車場は 

ありません 

内 容 絵本「まほうのでんしレンジ」､紙芝居「り 

んごのき」､他､年齢別の絵本､手あそびなど 

問合せ ☎・Fax 04‐7133‐7163 熊谷 

 

◆プレーパークの会・あそぼうよ 
と き 11月９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 落ち葉であそぼう！ 

カレー・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 

 

◆ワクワクわんぱくプレーパーク  
と き 11 月９日(土)11:00～午後 2:00 雨天中止 

ところ 中原ふれあい防災公園 

内 容 ベーゴマ､コマ､木工教室､ブランコ､ハンモ 

ック､ディアボロ､皿回しなど。 

棒パン(100 円)､マシュマロ焼(50 円) 

問合せ ☎ 04-7172-0426 片岡 

 

◆柏ゆうび＆フリースクールゆうび小さな学園  ☆ 

＜ 不登校生の胸の内を想い支援の手だてを探る会 ＞ 

と き 11月９日(土)午後2:30～4:30 

ところ 柏ゆうび（バス柏駅西口3番乗り場13:50、 

14:11発 柏06系統(免許センター行など) 

｢新宿台｣下車） 

内 容 不登校生がおうちにいる方､いた方､不登校生､ 

不登校生だった方､関係者､関心のある方､どな 

たでもお誘い合ってお出かけ下さい。お茶を飲 

みながら､ゆったりお話いたしましょう 

問合せ ☎ 04-7146-3501  

 

 

 

10/22
（火）

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

10/23
（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

10/25
（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

11：00

～11：30

パネルシアター「金のガチョウ」
　読み聞かせ・手遊び・工作
　　出演：おおきなたまご

午後２：00

～2：45

バイオリン・フルートのアンサンブル

　楽器体験で音楽を身近に
　出演：アルペジオ

10/29
（火）

10：30

～11：00

読み聞かせ・親子ふれあい遊び
折り紙・工作など
　出演：子育て支援センターあしびなぁ

10/27
（日）

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.216（11） 

※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会場へ直接。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 

●アルペジオ「ファミリーコンサート」 

フルートとバイオリンのアンサンブルを楽しみます／とき 

＝10 月 20 日(日)11:00～正午／対象＝どなたでも(未就 

学児は保護者同伴)先着 30 人 

●秋の収穫祭 

フルーツ狩りごっこ､魚つりごっこ､簡単な工作などを楽し 

みます／とき＝10 月 26 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 100 人 

●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＝11 月１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＝11 月 13 日 

(水)10:50～11:20／対象＝乳幼児と保護者､先着 30 組 

●【講座】もしもの時の乳幼児応急手当 

乳幼児のケガや事故の予防や応急手当を学び､乳幼児用 

AED を体験します／とき＝11 月 14 日(木)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＝11月２日(土)10:00～ 

 

＜豊四季台児童センター＞☎ 04-7144-5363 
●とよしきもりもりハロウィーン 

ダンボール迷路やゲーム､工作などをして､地域のかたと一 

緒にハロウィーンを楽しみます。食べ物の販売もあります 

／とき＝10月 26 日(土)11:00～午後 1:15／対象＝どな 

たでも(未就学児は保護者同伴)先着 100 人 

●ファミリーデー「くんせいとニュースポーツにチャレンジ！」 

親子でくんせいを作って食べたり､ニュースポーツをした 

りします／とき＝12 月１日(日)10:00～午後 0:30／対象 

＝小学生以上の子どもと保護者､先着 10 組／費用＝１組 

300 円／申込＝11 月２日(土)10:00～ 

 

＜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＝10月 

22 日､11 月 12 日､26 日､12 月 10 日､２4 日(火)10:00 

～11:45／対象＝乳幼児と保護者 

＜永楽台児童センター＞☎ 04-7163-4050 
●子どもフェスティバル「ハッピーハロウィーン」 

仮装コンテストとオペラ歌手によるハロウィーンコンサー 

トを楽しみます／とき＝10 月 27 日(日）10:00～11:30 

／対象＝どなたでも（未就学児は保護者同伴）先着 80 人 

●つくってあそぼう「木の実の工作」 

木の実や枝を使ったネイチャークラフトを楽しみます／と 

き＝11 月 16 日(土)午後 1:30～3:30／対象＝幼児～中学 

生（未就学児は保護者同伴）先着 20 人 

 

＜高柳児童センター＞ ☎ 04-7190-1348 
●わくわくスペシャル ハッピーハロウィーン 

簡単な工作を楽しみ､ハロウィーンごっこをして遊びます／ 

とき＝10 月 17 日(木)11:20～正午／対象＝乳幼児と保護 

者､先着 20 組 

●ファミリーデー「ベリーズの人形劇」 

人形劇「かえるののどじまん」など／とき＝10 月 27日（日） 

10:30～11:30／対象＝小学生以下の子どもと保護者､先 

着 80 人 

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６月 19 日～令和元年９

月 27 日生まれの赤ちゃんと母親） 先着 14 組  

【場所】 高柳児童センター 

【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 11月 27 日(水)…新しい出会い 

第２回 12月４日(水)…赤ちゃんのいる生活 

第３回 12月 11 日(水)…赤ちゃんとの接し方 

第４回 12月 18 日(水)…親になること 

【申込】 10月 16 日(水)しこだ児童センターへ電話  

しこだ児童センター ☎ 04-7145-2522 

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。 

《11 月》 

５日(火) 柏リフレッシュ公園《南増尾５８－３》 

8 日(金) あけぼの山農業公園《布施２００５－２》 

12 日(火) 松葉近隣センター《松葉町４－１１》 

21 日(木) 新富近隣センター《豊四季９４５－１》 

27 日(水) 北柏ふるさと公園《呼塚新田２０５番地》 

29 日(金) 柏の葉公園《柏の葉４丁目》 

※雨天中止（ただし､近隣センターは室内のため､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 

■「Dreaming～きみとみるぼくの未来（ゆめ）～」 
子どもから大人までの市民による感動手作りミュージカル 

と き 11 月 10(日)午後 2:00～4:00 

ところ アミュゼ柏  当日会場へ直接 

対 象 どなたでも（未就学児は保護者同伴）先着 300 人  

■新作ミュージカル 出演者とスタッフを募集 
令和２年３月 15 日(日)豊四季台近隣センター体育館で上演予定 

▲出演者 ところ＝豊四季台児童センター／対象＝18 歳以下

（未就学児は保護者同伴）／費用＝500 円／※11 月 17 日

(日)に役決めオーディションあり／申込＝10 月 16 日(水)午 

後 2:00～11 月 13日(水)午後 5:00   

▲ボランティアスタッフ ところ＝豊四季台児童センター／対 

象＝13 歳以上で音楽・歌が好きなかた､照明・美術・衣装・ 

大道具・小道具作りに興味があるかた／費用＝500 円（18 

歳まで）／申込＝10 月 16日(水)午後 2:00～  

 ※内容や練習日程など､詳しくは問い合わせを 

申込・問合 豊四季台児童センター☎ 04-7144-5363 

児童センターミュージカル 



 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO.216(12) 

《運営委員会報告》  

日程の関係で今号での報告はありません。

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 090-7708-0691（鈴木）までお問

い合わせください。 

 

 

次号(NO.217)は 11/7(木)印刷

予定です。情報など 10/25(金)

までにお寄せください。 

 

《こちらほっとハッと通信局》 

 

♥「少し昔のこと」を連載してくださっている藤田浩子さんより、先月の特集

へのメッセージをいただきました。「閉会を受け入れざるを得ないとまで思っ

ていらしたのに、若者に後押しされて新体制でスタートされるとのこと、私ま

でうれしくなりました。とはいえ、ずっとお世話役をしていらした方々は本当

にご苦労様です。無理なさらない程度にがんばってください。藤田」感謝 

♡台風の余波届く高知へ。荒れる桂浜。今にも沈んでしまいそうな沈下橋。ち

っともブルーじゃない仁淀川。好天に恵まれなかったからこそ巡り合えた景色

を愛で、カツオの塩たたきに感動。高知の人.景色.味にすっかり魅了されてし

まいました。(maruaji) 

 

★今月のカット：清水裕子さん 

☆「藤田浩子の『少し昔のこ

と』」カット：門井すみ子さん 

先日、コウタが 2泊 3 日で名古屋へ修学旅行に行って

きました。行きの集合でテキパキ並んで見送りの親へ

「いってきます！」と元気に挨拶し颯爽と出かける姿

に、さすがは中学 3 年生、経験を積んでいるなと感じま

した。名古屋では名古屋城、トヨタ産業技術館、名古屋

港水族館、有松?鳴海絞り体験、リニア鉄道館と、とっ

ても盛りだくさん！充実した 3日間はあっという間だっ

たようでまた行きたい！と言っていました。旅行中の様

子も先生方がしおりに細かく書いてくださっていたの

で、内容を読みながらコウタと話し旅行の様子を共有で

きました。誰かの支援の手に支えられながら生きていく

我が子たち。先生のとても信頼の厚い手に守られながら

の旅行は大きな糧となり成長につながる経験になりまし

た。「ありがたいね～！」とコウタも言っています(^^)楽

しい旅行の思い出は、テーマ曲「名古屋だぜ」（ウルフル

ズ・ガッツだぜ！の替え歌）のエンドレスリピートでま

だ我が家に流れています。 

 

 

NO.64 

 

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

 

gmail.com 

「みんひろ」は子文連が永楽台児童センター

と共催で取り組む小学生以上の子どもの居

場所。毎月第 2 土曜日の午後、卓球、工作に

おしゃべりなど自由に過ごせます。 
 

と き 11 月９日(土) 午後 1:30～4:30 

ところ 永楽台児童センター 

内 容 工作「フォトフレーム」 

卓球・ボードゲームなど 

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） 

◆くりの木幼稚園・子育て支援 
 

柏子どもの文化連絡会が､おはなし会や 

遊びのプログラムでお手伝いをします。 
 

11 月 14 日(木)10:00～10:30 

ママのぽけっとおはなし会 

絵本､パネルシアター 

季節のわらべうた 

問合せ  くりの木幼稚園   

☎ 04-7174-0433  

 

 


