
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特集 

 の 

遊びのマンネリ化を打破すべく、遊びの楽しさに

ついて参加者自身が体験しながら学び、大盛況

に終わった講座の第 2 弾が開催されることとなり

ました。子どもにかかわる活動をしている皆さ

ん！奮ってご参加お待ちしております 

あそびのスキルアップ講座 
日 時 令和 2 年 2 月 16 日(日) 

9:45～11:45（受付 9:15～） 

会 場 パレット柏ミーティングルーム 

A・B・C 

講 師 NPO 法人あそび環境 museum 

    アフタフ・バーバン 清水 洋幸氏 

対 象 保育園・幼稚園・学童・児童センター等 

で働いている方、子どもに関わる活動を 

している方、興味のある方 

参加費 500 円(当日徴収) 

    柏子どもの文化連絡会会員は無料 

定 員 35 名 定員になり次第締め切ります 

申込み・問合せ 次のページをご覧ください 

NO.218（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 

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 12 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12 月５日発行 NO.218 

発行者 柏子どもの文化連絡会 

発行部数 800 部   

 

2019.12月 

会員を募集しています 

第 2 弾 

内 容 

 『遊びから学ぶコミュニケーション』をワーク

ショップ形式で楽しく教えていただきます。子ど

もたちが遊びへのスイッチが入るための“場つく

り”やあそび心広がるための“関わり”に重点を 

置いて伝授してくださいます。 

動きやすい服装でご参加ください♪ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO.218(２) 

(３) ♡柏子どもの文化連絡会の総会で「好評だったの

なら今年も開催しては…？」という声がきっかけ

で実現できました。 

童心に帰って自分が遊びを楽しむ形のワーク

ショップです。「ワークショップは苦手」という人

も最後には「楽しかったです！」との声をいただ

きました。 

私も講座後、職場で取り入れたら子ども達も大

喜び。「またやりたい！」「もう一回！」「楽しい！」

とうれしい声も聞け、マンネリ保育から抜け出す

ことができました。今回は遊びのスイッチの入れ

方なども教えてもらう予定です。 

昨年受けた方も今回初めてという方も一緒に

スキルアップしてみませんか？ 

（チームスキルアップ 一ノ瀬薫） 

 

♡昨年、しみちゃん（清水氏）の「遊びのスキ

ルアップ講座」に参加しました。 

初めて会う人でも一瞬にして仲良くなれる魔

法の言葉を沢山お持ちでした。 

 

始めのかけ声では、幅広い年齢の参加者の皆さ

んと手を繋ぎました。 

大きな輪が出来ると皆が笑顔になりました。そ

の後もグループごとで表現やお話づくりなど、笑

い声の絶えない発表となりました。 

私も童心にかえり楽しく取り組めた 2 時間でし

た。 

玩具が無くても十分に遊べる学びを、皆さんに

体験していただきたいです。 

（チームスキルアップ 瀬口かおり） 

と き 1 月 11 日(土) 

午後 1:30～4:30 

ところ 永楽台児童センター 

内 容 工作「コマ」、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） 

◆くりの木幼稚園・子育て支援 
 

 

「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 １月 16 日(木)10:00～10:30   

内 容 ポレポレ「おやこであそぼう！」 

親子ふれあい遊び､手遊び､体操､読み聞 

かせ 

問合せ  くりの木幼稚園  ☎ 04-7174-0433  

 

 

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。 

 

申込み kashiwaskillup@gmail.com  

    ※空メールを送ってください。 

後日こちらから講座への申込 

フォームを送らせていただき 

ます 

問合せ 柏子どもの文化連絡会事務局 

    090-7708-0691 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO.218(３) 

◆若者の自死などの報に接すると本当に悲しく

辛い。すぐに思い出すのが千年ぐらい前、後白河

天皇が編んだという梁塵秘抄にある「遊びせんと

や生まれけむ 戯れせんとや生まれけむ 遊ぶ子

どもの声聞けば 我が身さえとて揺るがるる」◆

開園当初学園生だったＡ君が過日ゆうびフェス

に参加して訴える。大きな会社の厨房で 16 年間

働いた。1 日の労働時間の長い事と、同僚や先輩

職員の中傷や陰口に耐え切れず、これまでも何度

か退社を考えたが両親と心ある上司に助けられ

て勤務を続けた。だが、「１か月前に自分の意志

で退職し、次の仕事を探し始めて居ます。僕はこ

れからどうしたらいいでしょうか」と問う。「16

年もよく我慢して働いた。えらい！貯えも少し有

るなら仕事探しはやめて、自由に遊んで人生を満

喫しなさい。そして貯えが底をついたら職探しを 

いつも子どもと一緒・うっちー 
  人生は  遊びか 働きか 

                             内堀照夫(ゆうび小さな学園) 

NO.98 

始めよう。それも急ぐことはない。軽い障碍があ

ることを自覚している君が 16 年も働いたのだ。

もう働かなくて結構です。楽しい人生を歩んでく

ださいと死ぬまでの『生活費』を支給するぐらい

の日本国にしたいね」と話す。◆工業専門校を卒

業して、基幹工業となる仕事をする工場に就職し

た B 君の場合、勤務は 6 年を超え、本人は退職

したいのだが会社は辞めさせたくない。本人は

「やっている仕事の社会的な役割などは充分承

知しているが、仕事の時間帯が受け容れられな

い。社会の一般の方々が休息したり、遊んだりし

ている土・日・祝日が仕事日になる。平日が休日

になるので、楽しい休日にならない。これが一番

辛い」と退職。今後１年位、慎ましく遊ぶ貯えは

あるという。◆「遊ぶ」と「働く」の関係をどう

とらえたらいいのか議論がくがく。 

11 月 17 日（日）、「第 25 回柏市おはなし会 

S’わ くわく人形劇まつり」を沼南近隣センター

（ひまわりプラザ）で開催致しました。来場者は

816 名（スタッフ、ボランティア含む）。今回は

これまでとは会場やスケジュールを変更しての開

催となることからどれくらいの方に来て頂けるの

か、不安もありましたが、当日はたくさんの方にお

越しいただき、賑やかに行うことが出来ました。  

大ホールでのオープニングプログラムが終わる

とすぐに、「早く早く！」とばかりに子どもに手を

ひかれるようにして上演会場へと入っていく親子

連れ。子どもたちのキラキラと輝く瞳、「えっー！」

「おおー！」思わずこぼれる声、楽しそうな笑い声

が、どの部屋にも溢れていました。 

そのほか、こども図書館では、おはなし会や保育

園作品展示（2020/10 月末まで展示予定）を、 

 

市民交流サロンでは工作コーナーを設けました。

こちらもたくさんの方に楽しい時間を過ごして頂

きました。 

フィナーレでは、再び大ホールで「パプリカ」を

スタッフ・来場者が一体となり歌い踊って盛り上

がりました。 

柏子どもの文化連絡会の団体・個人会員をはじ

め、中央公民館、たくさんの地域の方々に支えられ

て今年も無事に開催できました。第 25 回を経て、

この事業が、親子何代かで待ち遠しく思って頂け

るようなイベントととして定着しつつあるように

感じています。お力添えいただいた皆さまへ心よ

り感謝申し上げます。ありがとうございました。子

どもたちの心に豊かな“何か”が育まれることを願

い、これからもわくわく人形劇 まつりを続けてい

きたいと思います。 

第 25 回柏市おはなし会 S’ 

わくわく人形劇まつり 実行委員長 畑中裕子 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大人になってからの私に昔ばなしを 400 話も

聞かせてくださった遠藤登志子さんは、昔ばなし

だけでなく、昔からの言い伝えやことわざやおま

じないなど、いろいろなことを教えてくださいま

したけれど、その遠藤さんから「男バカでも家は立

つ、女バカでは成り立たねぇ」という言葉を教えて

いただきました。「したからな（それだから）、女は

男以上に賢くなければなんねぇ、んだども（けれど

も）出しゃばるなっつうことだな。 

表向きには男を立てておくんだけ 

んど、その男が立っていられるのは、 

賢い女が支えているわけで、支える 

女が賢くなければ、男も立っていら 

れねえっつうことよ」と教えてくだ 

さったのです。 

冠婚葬祭はもとより、建前の祝い 

から盆暮れの挨拶まで、表に出るの 

少し昔のこと〈58〉 藤田浩子の 

NO.218（４) 

は男のことが多いとしても、何を着ていくか、いく

ら包んでいくか、何を持っていくかなどなど、男が

賢い人であれば、賢い女は馬鹿なふりをして男に

任せておけばいい、それで問題なく「家」は立って

いくけれど、たとえ男が馬鹿でも、女が賢ければ、

うまく取り仕切って男を立たせておくことができ

るものだ。けれど、女も馬鹿ではどうしようもな

い、馬鹿な女では男の馬鹿を隠しきれない、だから

「家」は成り立っていかないのだ、ということなの

です。 

「したからな、相棒の男が賢くても馬鹿でも、ど

っちみち女は男以上に賢くなければなんねえん

だ」と遠藤さんは私たちに教えてくださったので

す。 

今は男が賢かろうが馬鹿だろうが、女も表に出

ることが多くなりまして、お互いにすべて「自己責

任」で立っていかなければなりません。ですから、

女はラクになりましたが、その分私も含めて馬鹿

な女が増え、男は馬鹿を隠しきれなくなりました。 

リレー連載 ＜191＞ 

＞ わたしの大好きな絵本      

佐々木比呂子（流山おやこ劇場会員・流山市立江戸川台小学校『おはなし玉手箱』所属） 

「あ、これもあれも、安野光雅さんの作品なんだ。」社会人になって、図書館に勤務している時に知り

ました。きっとあれは、小さな図書館の本棚から抜き出し、繰り返し繰り返し見つめた本。 

この本には、言葉や文字はありません。 

例えば『蚤の市』を開くと、農作業の品々を売るお店、本屋さんやお面屋さん、骨董屋さんに…お客

さんやお店の亭主だけではなく、売り物 1 つ 1 つがこと細かく描かれています。 

また『旅の絵本』では、その国々を鳥になったかのように俯瞰することで、広大な景色を前に、本当

の旅と同じように、たくさんの楽しみをあちこちに発見できます。 

登場する人々の物語を考え出すと、ずっと眺めていたくなる絵本 

です。言葉や文字がないことで、この本を開く一人一人、その時そ 

の時で、１冊の本が違ったものになる、目で、心のおはなしをつづ 

ることができる本です。 

～安野光雅さんの絵本～ 

家を立てる 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO.218(５) 

◆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 12 月 21 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 12 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１階 

・と き １月 12 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 

 

◆～パレット柏クリスマス特別企画～> 

  ミニシアターはらぺこくんおはなし会 ★ 
クリスマスにぴったりな、人形劇やおはなし会、手遊

び歌等を楽しみます 

と き 12 月 22 日(日)11:00～11:40 

ところ パレット柏 オープンスペース 

対 象 どなたでも 先着 100 名 

問合せ パレット柏(柏市民交流センター) 

 ☎ 04-7157-0280  

 

 

 

 

 

 

 

◆障がいのある方々が楽しむ 

「冬休みフットサル教室」 
と き 12 月 25 日(水)10:00～午後 2:00 

(受付 15 分前) 

ところ リアクション柏（柏市千代田 2-11-7 カワチ 

薬品 2 階） 

https://www.reaction-kashiwa.com/ 

講 師 女子フットサルチームマデイラブランコ 

仙波優菜選手 

プログラム 

10:00～10:40 未就学児/障がいがある子もない 

子もどなたでも！ 

10:40～11:20 障がいのある小学生 

11:20～12:00 障がいのある中高生 

午後 1:00～2:00 大人 

対 象 障がいのある方（未就学児はどなたでも） 

定 員 各 10 組 

料 金 無料 

持ち物 室内シューズ、タオル、飲み物、必要により着 

替え 

※ご注意 必ず保護者または同行者の付き添いをお願

いします 

主 催 障がい理解推進チーム Wa's 

申込み・問合せ ☎ 090-3428-5328 大隣 

 
 

 

 

情報コーナー ★団体会員  

☆個人会員・賛助会員

関連団体 

※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。 

◆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 12 月 17 日(火)午後 3:00～3:50 

ところ 永楽台児童センター（永楽台近隣センター内) 

内 容 テーブル人形劇「かさこじぞう」など 

問合せ ☎ 090-7207-7734 繁田 

 

◆楽々会 ♡大人が絵本を楽しむ集い  ☆ 
と き 12 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 

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 

問合せ ブックススズキ ☎04-7132-5870 

ブログ https://ameblo.jp/books-suzuki/ 

 

◆ママのぽけっと  ☆ 

〈ママのポケットおはなし会〉 
と き 12 月 19 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 手袋シアター「だれかが忘れていった帽子」､ 

クリスマスツリーを一緒に飾ろう､わらべう 

たなど 

問合せ しこだ児童センター ☎ 04-7145-2522 

 

◆おはなしのへや ☆ 
〈クリスマスおはなし会〉 
と き 12 月 21 日(土)①午後 2:00～ ②2:45～ 

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 

※毎週土曜日午後 2:00～おはなし会 12 月 28 日

もやります。新年は１月 11 日より 

問合せ ☎ 04-7164-8836 鍋田 

 

◆市民交流イベント 

「バリアフリークリスマス会」 ☆ 
おとなもこどもも、障害のある方と一緒に、簡単なク

リスマスグッズの製作や、ティータイムで楽しいひと

ときを。 

と き 12 月 21 日(土)午後 1:30～3:30 

ところ パレット柏 多目的室 A 

対 象 どなたでも 先着 15 人 

費 用 100 円  

申込み 電話受付中 

申込・問合 柏市手をつなぐ育成会 

☎ 070-6408－0081 菅井 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO.218(６) 

(６) 
◆ワクワクわんぱくプレーパーク  
と き １月 11 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。豚汁(100 円) 

問合せ ☎ 04-7172-0426 片岡 

 

◆プレーパークの会・あそぼうよ 
と き １月 11 日(土)11:00～午後 2：00 

ところ 松葉第一近隣公園(野球場隣り) 

内 容 正月あそびをやってみよう！ 

食べ物：カレー・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 

問合せ ☎ 04-7134-2771 後藤 

URL:http://asoboyo.iinaa.net/ 

 

◆茶道に親しむ会 ★ 
と き １月12 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 １月 10 日(金)までに電話か FAX 

    ☎＆Fax 04-7174-3467 川島 
 

 

◆(特)ＮＰＯこどもすぺーす柏 ★ 

〈 パレット柏おはなし会 〉 
と き １月８日(水)10:30～11:00 

ところ パレット柏 多目的スペース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 

 

◆ぞうさんのしっぽ  ☆ 
〈 おはなし会 〉 
と き １月９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 

 

◆おはなしあっぷっぷ ★ 
〈 おはなし会 〉 
と き １月 10 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 

 

◆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 １月11 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  
 

12/10

（火）

10：30

～11：00

読み聞かせ・リズム体操・工作

　出演：子育て支援センターわいわい

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

12/12

（木）

10：30

～11：00

読み語り・わらべうた・テーブル人形劇など

　出演：柏・この本だいすきの会

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

12/13

（金）

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

12/19
（木）

11：10

～12：00

＜工作＞ぱくぱくサンタを作ってあそぼう！

　　　　　　　　　　　当日先着30人
　　工作指導：ハネコバ

12/26
（木）

11：00

～午後３：00

柏で見つかった本物の

　縄文土器で拓本しおりをつくろう！
 　主催：文化課

12/27
（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

12/24

（火）

12/25
（水）

10：30

～11：30

中学生・高校生の
おにいさんおねえさんによる
 　「音楽とおはなしの会」
　　楽器の演奏と読み聞かせなど

　　　出演：二松学舎大学附属
        柏中学校・高等学校吹奏楽部

12/22
（日）

11：00

～11：50

クリスマスおはなし会
　読み聞かせ・紙芝居・エプロンシアター
　ミュージックパネルシアターなど
 　出演：こども図書館ボランティア

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・振替休日を除く）
※12/28（土）～1/4(土)休館

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO.218（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「クリスマスコンサート」 

フルートとバイオリンのアンサンブル 

を楽しみます。演奏終了後､楽器にふれ 

ることもできます／とき＝12 月 21 日 

(土)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 

●うたってあそぼう 

季節の歌や「パプリカ」を歌って踊りま 

す／とき＝１月８日､３月４日(各水曜日)10:50～11:20／ 

対象＝乳幼児と保護者､先着 30 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＝１月 10 日､２月７日､３ 

月６日(各金曜日)10:00～11:30／対象＝多胎児と保護者､ 

先着 15 組 

●パネルシアターにじいろ 

手あそびやうた､パネルシアターなどを楽しみます／とき＝ 

１月 19 日(日)11:00～11:30／対象＝どなたでも（未就学 

児は保護者同伴）先着 50 人 

 

＜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＝１月 14 

日､2 月 11 日､25 日､３月 10 日､24 日（各火曜日）10:00 

～11:45／対象＝乳幼児と保護者､各日先着 15 組 

●おやつを作ろう！チョコブラウニー  

バレンタインスイーツをみんなで作って食べます／とき＝ 

２月８日(土)9:45～正午／対象＝小学生以上､先着 15 人／ 

費用＝150 円／申込＝１月 16 日(木)午後 1:30～ 

 

＜光ヶ丘遊戯室（光ヶ丘近隣センター内）＞ 
☎  04-7170-7600 

●小・中学生スペシャルデー 

小・中学生の自由空間！ボードゲームで遊んだり宿題をした 

り自由に過ごせます／とき＝12 月 26 日(木)､27 日(金)午 

後 1:30～4:00／対象＝小・中学生､各日先着 25 人 

 
 

＜永楽台児童センター＞☎ 04-7163-4050 
●子どもフェスティバル「クリスマス会」 

マリンバ連弾によるミニコンサートとくじ引き大会をします 

／とき＝12 月 23 日(月)午後 1:30～3:00／対象＝どなた 

でも(未就学児は保護者同伴)先着 80 人 

●しめ飾り作り 

藁をよってしめ縄から手作りします／とき＝12 月 26 日

(木)10:00～11:45／対象＝小学生以上､先着 20 人／申込

＝12 月 17 日(火)10:00～ 

●みんなであそぼう 

囲碁､将棋を教わったり､オセロやトランプで遊んだりします

／とき＝１月７日(火)1:30～4:00／対象＝小学生以上、先着

40 人 

●つくってあそぼう「たこたこ上がれ」 

好きな絵を描いてオリジナルのビニール 

たこを作り､たこ揚げをします／とき＝ 

１月 18 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「ＨＯ ＨＯ ＨＯ！メリークリスマス」 

クリスマスの工作や遊びを親子で楽しみます／とき＝12 月 

19 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「ＪＯＹストリングスコンサート」 

みんながよく知っている曲を弦楽器の演奏で楽しみます／と 

き＝12 月 22 日(日)10:30～11:30／対象＝乳幼児～小学 

生(未就学児は保護者同伴)先着 80 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＝１月７日､２月４日､３月３日 

(各火曜日)10:00～11:30／対象＝多胎児と保護者､各日先 

着 10 組 

●わくわくスペシャル「節分を楽しもう」 

節分の工作や豆まきごっこを楽しみます／とき＝１月 16 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「親子で鬼退治」 

節分にちなんだ工作や豆まきを楽しみます／とき＝１月 19 

日(日)10:30～11:30／対象＝小学生以下の子どもと保護者 

先着 12 組 

育児の知識や親の役割などを学びながら､お母さん同士が

交流します。 

【対象】 令和元年９月 19 日～令和元年 12 月 26 日生 

まれの乳児と初めて子育てをしている母親､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 10:00～12:00 

第１回 ２月 26 日(水)…新しい出会い 

第２回 ３月４日(水)…赤ちゃんのいる生活 

第３回 ３月 11 日(水)…赤ちゃんとの接し方 

第４回 ３月 18 日(水)…親になること 

【申込】 １月 16 日(木)10:00 ～しこだ児童センター 

     へ電話で ☎ 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！ 

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。 

《12 月》 

12 日(木) 柏たなか第四公園《小青田１８４》 

17 日(火) 藤心近隣センター《藤心４－１－１１》 

20 日(金) 中原ふれあい防災公園《中原 1 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 



 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO.218(８) 

《運営委員会報告》 

【事務局】 

・10/21柏さくらライオンズクラブ例会出席 2名 

  (わくわく人形劇まつりボラ協力 6名予定) 

・はぐはぐ☆子育て応援フォーラム柏 2020 3/15 

ブース・ステージ参加予定 

・11/2 チャリティー寺コン（柏さくらライオンズク

ラブ主催）1名参加 

・11/2 名戸ヶ谷小学校ふれあい交流協力 昔遊

び（お手玉）2名参加 

・みんひろ 11/9 写真立て 小学生参加 9 名 

12/14 スイーツデコ(協力マロングラッセ) 

・11/5わくわくボランティア説明（第一学院高等

学校）2名参加 

・11/10 南部老人福祉センターまつり（柏さくらラ

イオンズクラブに協力：焼きそば）3 名参加 

【広報委員会】 

・10/29 編集会議 3 名 12 月特集「スキルアップ

講座」原稿依頼他 

 次の定例運営委員会は 12/20（金）。

9:00～10:30 富里近隣センター和

室 3 で行います。どなたでも見学で

きます。事務局までご連絡ください。 

11/8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.219)は 1/9(木)印刷予

定です。情報など 12/26(木)まで

にお寄せください。 

 

《こちらほっとハッと通信局》 

上の写真は、コウタ

君がゴールテープを

切るところです。見

えるかな～？すみま

せん。虫眼鏡をご用

意ください。皆様、

今年もありがとうご

ざいました（ひび） 

★今月のカット： 

あみ＆Ladymama さん 

☆「藤田浩子の『少し昔のこ

と』」カット：門井すみ子さん 

・11/7 ほっとハッと通信№217 発行 特集「こども図

書館ボランティア」作業参加 10 名 

【第 25回柏市おはなし会 S’わくわく人形劇まつり】  

11/17（日）（ひまわりプラザ） 

・11/5幼稚園園長会にてチラシ配布のお願い 3名 

・11/9準備会保育園作品展示準備 ・11/16全体会 ・

11/17設営と本番 ・11/30まとめ会、打ち上げ 

【福祉委員会】 

・11/7るって発行 作業参加 6名 

【スキルアップ講座】※パレット柏共催 

2/16(日)開催決定 講師：アフタフ・バーバン清水 

洋幸氏 

・チームメンバー1名加入 計 4 名 

・11/15パレット柏担当者との打ち合わせ 

【増尾のもりでいっしょにあそぼう！】 

・11/12 初回打ち合わせ 

 

 

最後の、最後の・・・ 

芸術の秋、スポーツの秋、とにかく秋は行事が多

くあっという間に過ぎてしまいますが、中３のコ

ウタにとってはすべてが「あびとく」での最後の行

事となり一つ一つが感慨深いものです。先日あび

とくフェスタがあり、中３はトリを務めました。先

生が連絡帳で毎回「今日の練習もキレッキレのダ

ンスでした」と書いてくださっていたほど、本番見

事なダンスを披露してくれました。コウタと校内

を歩いていると学年以外の先生方も「コウタ君キ

レッキレだったね！」と声をかけてくださり、学校

全体で子どもたちを見てくれているのが伝わりあ

りがたく嬉しかったです。また、あびとく陸上大会

では中学部の駅伝大会があり、柏の葉公園総合競

技場の大きなトラックを子どもたちがたすきを繋

ぎゴールを目指しました。コウタはチームのアン

カーを務め、400ｍを 2 周、800m も走り切りま 

した！1 周目終わりには頭を左右に振っていて大 

NO.66 

 

丈夫かと笑ってしまいましたが、ゴール手前にな

ると両手を上げゴール！家に帰って話を聞いたら

「みんなががんばれ～って言うから」と。応援の声

が聞こえて走り切れたそうです。小中合わせて 9

年間、本当に成長しました。その間どれだけたくさ

んの「がんばれ」をいただいた 

ことでしょう。少しずつでも着 

実に、できることは増えている。 

たくさんもらった「がんばれ」 

を周りの人にも「がんばれ」と 

励ましてあげられるような、そ 

んな大人に成長してほしいなと 

節目の年を迎えて思っています。 

 

 


