
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

柏市が乳幼児一時預かり施設「はぐはぐポケット中

央」を開設して２カ月。「ちょっとリフレッシュしたいと

き…お子さんを連れていけない用事の時…ひとり

になりたいとき…など理由を問わず、お子さんを一

時的にお預かりします。自分の時間を大切にする

お手伝いをします」と書かれたチラシを握りしめて

12月のある日お邪魔してきました。 

NO.219（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。 

《2020 年１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/ 

  

2020 年１月９日発行 NO.219 

発行者 柏子どもの文化連絡会 

発行部数 800 部   

 

2020.１月 

会員を募集しています 

柏市からの業務委託で「はぐはぐポケット」を

運営するのは NPO 法人赤ちゃんのほっぺ。理事

長の西藤尚子さんに話を聞いた。 

「赤ちゃんのほっぺ」はママたちのサークルと

してスタート。約 10 年任意団体としての活動後、

一昨年 11 月「すべての子どもたちが笑顔で暮ら

していける社会を実現する」ことを目的に掲げ、 

 

特集 

柏市乳幼児一時預かり 

柏駅近くにオープン 
 

「はぐはぐポケット中央」 
 

駅からほど近いビルの５階に「はぐはぐポケッ

ト中央」（以後「はぐはぐポケット」と略す）はあ

る。中に入ると、白い壁がかわいらしく装飾され

ていて明るい。受付カウンターに続いてチラシな

どがおかれた情報コーナー、その奥は親子で遊べ

るスペースになっている。右手奥の保育スペース

は 20 畳ほどあり、窓が多く空が見えて広々とし

た印象。訪れた日は、1 歳～2 歳くらいの子ども

が２人、スタッフと遊んでいた。 

  

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO.219(２) 

(３) 

利用案内（チラシより） 

利用できるのは・・・ 

柏市在住の生後 6 か月～小学校就学前の乳幼児 

で、保育園、こども園を利用していない、また

は幼稚園の預かり保育を利用できない乳幼児 

利用時間 

毎週月曜日～金曜日 10 時～16 時 

（１時間単位） 

休所日 

毎週土曜日、日曜日、年末年始（12 月 29 日～

１月３日） 

場所 

柏市旭町 1-6-5 SHIMA ビル５階 

JR 柏駅 徒歩３分 ※駐車場・駐輪場なし。車・

自転車でお越しの場合は，民間のコインパーキン

グをご利用ください 

利用料金 

１時間 500 円（１時間未満の端数があるとき

は、１時間に切り上げ） ※利用の際に前払い 

※一時預かりの利用には事前登録が必要  

登録後、電話または来所にて予約 

利用希望日の１ケ月前から３日前の予約が可能 

問合せ 

はぐはぐポケット中央 

TEL&FAX  04-7148-3655 

（月～金の 10 時～16 時） 

 

NPO 法人となった。ほどなく市のホームページで

業務委託の募集があり、一時預かりをすることで子

育ての負担を減らすことができれば「すべての子ど

もたちの笑顔のため」という目的につながると応

募、受託が決まった。 

 子どもを預かるのは、保育士 3 名と千葉県から認

定を受けた子育て支援員 9 名。子育ての落ち着いた

50 歳代を中心に 20 歳代から 70 歳代だとのこと。 

開設して２カ月、利用のための事前登録は 100

名を超えた。1 時間弱の取材の間にも、３組が登

録のための面談に訪れていた。 

登録はしたものの、預けることに戸惑いがある

のか、実際の利用はまだそう多くない。けれど、

子どもと 24 時間一緒にいるとストレスがたまる

こともある。少しの時間離れることで、リフレッ

シュできて、子どもを可愛いと感じられたり、子

ども自身も他の子と触れ合うことで成長するとい

う面もある。「自分を大切にするために使ってね」

と西藤さん。親子で遊べるスペースや情報コーナ

ーは、誰でも利用できるので、親子で遊びに来て

くださいとのこと。 

 

そこで市は一時預かり施設の開設に向けて動き

始めた。他の自治体の実施例などの調査、場所の

選定などを経て、NPO 法人赤ちゃんのほっぺに

業務委託を決定し、令和元年 11 月、「はぐはぐ

ポケット中央」をオープンさせた。 

 

※一時預かりを実施している公立保育園や認可私

立保育園については、こどもをはぐくむ子育てサ

イト「はぐはぐ柏」をご参照ください。 

子育て支援課の思い 

柏市子育て支援課は、乳幼児親子の居場所とし

て市内児童センターのほか「はぐはぐひろば沼南

（沼南社会福祉センター内）」、「はぐはぐひろば若

柴（柏市青少年センター内）」を設置してきた。 

子育て世代の実態を調査するため一昨年１月に

子育て世帯へのヒヤリングを実施。その結果、幼

稚園や保育園、こども園などに在籍せずに家庭で

子育てしている保護者の「親子別々の時間を持て

ず、余裕がない」という状況が見えてきた。一時

預かりを実施している公立保育園や認可私立保育

園はあるが、いっぱいで受入れが難しいこともあ

る。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO.219(３) 

◆柏子ども文化連絡会(以下、子文連)の皆さんと

仲良しになったきっかけを思い出せないくらい、

皆さんは自然体に僕を招き入れてくれた。今も仲

間として親しくしていただいている。◆子文連と

出会った頃、会長をしていたのは宮本良美さん。

その時期、宮本さん作・演出の「沼物語」(おはな

しおはなしグーチョキパー)を見させていただい

た。立体的な迫力ある舞台で、子ども達は心を躍

らせ、大人をも楽しませ考えさせる宮本さんの演

出力に感服したことを今でも忘れずに覚えてい

る。◆帰りのバスの中でその感激を子文連でもあ

る出演者に話しかけると「宮本さんは普段はとて

も優しい方ですが演劇への指導になるとまるで

鬼のようです。ある時、舞台裏で小鳥の鳴き声を

するのに一瞬声を出すのが遅れたら、宮本さんは

私のふくらはぎをけとばすのです。驚きました。 

いつも子どもと一緒・うっちー 
    「宮本良美さんのリーダーシップ」が  

            みゃくみゃくと続く「子文連」                  

内堀照夫(ゆうび小さな学園) 

NO.99 

演劇にかける宮本さんの情熱を身をもって感じ

ました」こうした宮本さんだからこそ、柏の子ど

もの成長に関わる各種団体をまとめて「柏子ども

の文化連絡会」という大きな組織を作り上げられ

たのだと思う。それからは、僕ら(ゆうび小さな

学園)も仲間に入れて頂いて、「増尾のもりでい

っしょにあそぼう！」で子どもたちも一緒に遊ん

だり、「atta 会議」などで子どもたちへの支援の

力量を高めるための勉強をさせて頂いた。◆子文

連ほどの連合体はちょっと社会を見渡してみて

も見つけることができない。その礎を作ったのは

宮本さんが会長の頃。宮本さん退陣後も、会長や

役員が和を保ちながら引き継いで、子ども一人一

人が自分を大事にしながら生きていくのに役立

っている。これからも子どもたちを応援する素敵

な子文連が長く続くことを切望して。 

 

日 時 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 

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♪ 

申込み kashiwaskillup@gmail.com  

    ※QR コードから空メールを 

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 

 

 

 

 

先月号でお知らせした「あそびのスキルアップ講

座」、まだ若干空きがあります。新しい年、「あそ

び心」に磨きをかけよう！ 

あそびのスキルアップ講座 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お正月の遊びの中でも、ちょっと高級感のある

「百人一首」、子どもの遊びというより、大人の遊

び、若者の遊びといったほうがいいかもしれませ

ん。私の育った家は８人家族、それにお正月は叔父

叔母の家族も一緒に過ごしますので、みんなで百

人一首を楽しみました。幼い子向きには「坊主めく

り」という遊び方があります。１枚ずつ順にめくっ

て、坊主が出たら持ち札をすべて中央に出す、姫が

出たらその中央に貯められた札をすべてもらうこ

とができるという遊びです。 

でも、本当の楽しさはやは 

り上（かみ）の句を聞いて下 

（しも）の句の札をとるとい 

う遊び方でしょう。 

その百人一首、家庭で楽し 

むことは少なくなってきまし 

たけれど、今は学校で楽しん 

少し昔のこと〈59〉 藤田浩子の 

NO.219（４) 

でいるようです。百人一首クラブというクラブも

あるとか。近頃は小学校でも高学年のクラスで楽

しんでいる所もあるそうです。あんな難しい言葉、

それも恋の歌が多いというのに、小学生になんか

わかる筈がない、とおっしゃる方もいます。でも、

大人の私だって意味もわからず楽しんで遊んでき

ました。丸暗記賛成の私です。 

遊びとして楽しむときには、意味なんかどうで

もいいのです。「秋の田の」と聞いて「我が衣手は」

の札に手が伸びればいいわけで、「春すぎて」が「衣

ほすてふ」に、「ももしきや」が「なほあまりある」

につながればいいのです。もっと高度になれば

「む」と聞いたら「霧たちのぼる」、「す」と聞いた

ら「夢の通ひ路」、「め」と聞いたら「雲がくれにし」

に手が伸びればいいことなのです。そうやってま

ず五七五七七の調子と言葉に慣れ親しんでいるう

ちに意味も知りたくなってきます。それから意味

を覚えても遅くはありません。 

リレー連載 ＜192＞ 

＞ わたしの大好きな絵本      

磯野絢子 

物語の主役は、くまのこ・よるくま。夜中に男の子の家に、お母さんを探しているよるくまがやって

きます。一緒に夜の公園やよるくまの家に探しに出掛けますが見つからなくて、よるくまはついに泣き

始めてしまいます。そうするうちに、あたりは真っ暗になってしまい…。最後によるくまはお母さんと

無事に再会できますが、この場面が、よるくまたちと一緒になってほっとした気持ちになれる何回でも

見たくなる場面です。 

大人になった今でも、夜中に目が覚めてここはどこだったっけ？ 

と不思議な感覚に陥ったり、朝起きて夢の内容を復習したり、現実 

の出来事なのか夢での出来事なのか境目が曖昧になったりすること 

はあって、子どもの頃からあまり変わりません。『よるくま』はそう 

いった意味で、子どもも大人も同じ目線で不思議な物語の世界に入り 

込んだり、一緒にどきどきや安心した気持ちに共感しあえる、貴重な 

作品のひとつだなと思います。 

『よるくま』 

 酒井駒子 著  偕成社 

百人一首 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆防災デイキャンプ in KIDIYS PARK 
と き １月 18 日(土)10:00～午後 3:00 雨天中止 

ところ KIDIYS PARK（JR 柏駅西口徒歩約３分） 

対 象 親子（小学生までの子どもとその保護者） 

定 員 先着 20 人 

内 容 クイズで防災、シェルター(秘密基地)をつく 

ろう、ポリ袋クッキングでお昼ご飯をつくっ 

て食べよう、がれき救助、身近なものを使っ 

た応急手当て体験などなど 

参加費 ひとり 500 円（昼食代、当日会場にて） 

主 催 TEAM KIDIYS PARK 

協 力 柏市防災研究会 

問合せ・申込み 担当：松清（マツキヨ） 

matsukiyo@ledf.org 

※食材準備のため､事前に参加申し込み要。前日まで 

 

 

 

 

 

 

 

◆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 
と き １月 18 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 

 

◆ポレポレ（ＮＰＯこどもすぺーす柏） ★ 

と き １月 24 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･ブロック 

など 

参加費 50 円(材料費等) 

問合せ ＮＰＯこどもすぺーす柏  

☎ 080-3738-8451 

 
 

NO.219(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 1 月 25 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 1 月 26 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 ２月９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） 

※ミニ工作コーナーあります 

問合せ ☎ 070-6408-0081 菅井 

 

◆すべての暴力はつながっている 

子ども虐待・DV・性暴力 

～被害者理解とその支援～ 
「先生､なんとかなりませんか」と SOS を伝え､一度は保護さ

れた心愛さん。それでも命を救うことはできませんでした。 

虐待の対応とⅮⅤ対応は両輪と考えなくてはなりません。

講師はⅮⅤ被害の経験があり､現在はⅮⅤ被害女性の支援を

行っている中島幸子さん。子ども虐待・DV・性暴力の被害当

事者の心理状態から、被害者理解と支援について考えます。

（チラシより抜粋） 

と き １月 25 日(土)午後 1:30～3:30 

(受付午後 1:20～) 

ところ パレット柏 ミーティングルーム ABC 

参加費 500 円   定員 80 名(先着順) 

主 催 CAP なのはな 

申込み・問合せ ☎ 070-6513-7087 

 FAX 04-7167-8957 

MAIL cap_nanohana-entry@yahoo.co.jp 

お申込み時にお知らせください。 

① お名前 ② 緊急連絡先（メールアドレスと電話 

番号） 

 

◆柏市レクリエーション協会    ☆ 

＜ あそびの城「運動あそび」 ＞ 
と き １月 25 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 全身を使って跳ねたり転 

がったり､感覚を育てる 

遊びに挑戦します 

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   

 

◆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 1 月 28 日(火)午後 3:30～4:20 

ところ 永楽台児童センター（永楽台近隣センター内) 

内 容 スライド「ロージーのおさんぽ」など 

問合せ ☎ 090-7207-7734 繁田 

 

 

 

 

情報コーナー 
★団体会員 ☆個人会員・賛助会員関連団体 

PART 
※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。 



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO.219（６） 

◆(特)ＮＰＯこどもすぺーす柏 ★ 

〈 パレット柏おはなし会 〉 
と き ２月５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 

 

◆手賀の丘少年自然の家＜手賀の丘ミニフェスタ＞ 
と き 2 月２日(日)10:00～午後 2:30  

内 容  

〇ラート体験・デモンストレーション  

10:00～11:30 ※体験を希望する方はひも靴を 

持参してください 

○プラネタリウムコンサート 

①11:00～11:50②午後 1:30～2:20 

○BIGBAND BELL’Z ライブ 12:00～午後 1:30 

〇遊び・工作のコーナー 

○飲食コーナー ○フリーマーケット など 

※スリッパ・上履きなどご持参ください！ 

問合せ 千葉県立手賀の丘少年自然の家 

☎ 04-7191-1923  

 

◆ぞうさんのしっぽ  ☆ 
〈 おはなし会 〉 
と き ２月６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 

 

◆ママのぽけっと ☆ 

〈ママのぽけっとおはなし会〉 

・と き ２月６日(木)11:00～11:30 

ところ 光ヶ丘遊戯室（光ヶ丘近隣センター内） 

対 象 乳幼児と保護者、先着 20 組 

内 容 ペープサート「コンコンクシャンのう 

た」､わらべうたなど 

問合せ 光ヶ丘遊戯室 ☎ 04-7170-7600 

・と き ２月 13 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 同上 

問合せ しこだ児童センター 

☎ 04-7145-2522 

 

◆プレーパークの会・あそぼうよ 
と き ２月８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 ダンボールで遊ぼう！ 

食べ物：シチュー50 円､､あそぼうパン 50 円 

マシュマロ焼き 20 円 

※ご飯とスプーンをもってきてね。 

問合せ ☎  04-7134-2771  後藤 

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

 

◆ミニシアターはらぺこくん ★ 
〈２月のおはなし会〉 
と き ２月８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「まめまきバス」 

紙芝居「おとうさんといっ 

しょ」他、年齢別の絵本、 

手あそびなど 

問合せ ☎  04-7133-7163 

熊谷 

 

◆柏市レクリエーション協会 ☆  

＜ 第 18 回チャレンジキッズ大会＞ 
と き ２月 11 日(火・祝日)10:00～12:00 

（受付 9:30 から） 

ところ 柏第一小学校体育館 

対 象 園児､児童､大人 

内 容 あひるホッケー､バッコー､キャップとばし 

牛乳パックタワー など 

参加費 １人 100 円(保険代を含む) 

持ち物 上履き 

問合せ 柏学校レクリエーション研究会 増田恵美

☎ 090-5495-2649 

Fax 04-7131-5692 

     Mail sunfish701@tbk.t-com.ne.jp 
 

◆茶道に親しむ会 ★ 
と き ２月16 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 2 月 14 日(金)までに電話か FAX 

    ☎＆Fax 04-7174-3467 川島 
 

◆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 

 
 ◆楽々会 ♡大人が絵本を楽しむ集い  ☆ 
このたび残念ながら「楽々会」は閉会することにな

りました。詳細については、ブックススズキブログを

ご覧ください。https://ameblo.jp/books-suzuki/ 

楽々会代表・鈴木千里さんは「今後は、これまで通

り古書絵本専門店”ブックススズキ”にご来店のご家

族に、大いに遊んで読んでいただき、時に絵本を読み

聞かせ、時に絵本のアドバイスをし、時に知人や友人

とも語りあえる welcome な場でありたいと思いま

す」とおっしゃっています。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

●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 

●子育てミニ講座「発達障害ってなに？～疑似体験を通して～」 

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＝１月 

26 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＝１月 16 日(木)午後 2:00～ 

●うたってあそぼう「のんびりおにとふくのかみ」 

季節の歌や童謡､手遊びをのんびりおにと一緒に楽しみます／と 

き＝２月５日(水)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＝２月７日(金)10:00～11:30／対象 

＝多胎児と保護者､先着 15 組 

 

＜豊四季台児童センター＞☎ 04-7144-5363 
●みんなで豆まき ｉｎ とよしきだい 

節分にちなんだ工作や豆まきごっこを親子で 

楽しみます／とき＝１月 31 日(金)11:00～ 

11:40／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＝１月 14 日､2 

月 11 日(火)10:00～11:45／対象＝乳幼児と保護者､各日先着 

15 組 

●なかよし広場スペシャル「みんなでおにたいじ」   

親子で交流しながら､簡単な工作､歌などを楽しみます／とき＝ 

１月 28 日(火)10:00～11:45／対象＝乳幼児と保護者､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～ 

●ひなまつり   

簡単な工作や歌､絵本の読み聞かせなどを楽しみます／とき＝３ 

月２日(月)10:30～11:30／対象＝乳幼児と保護者､先着 15 組 

／申込＝２月２日(日)午後 1:30～ 

 

＜永楽台児童センター＞☎ 04-7163-4050 
●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 

●げつようわくわく大作戦スペシャル「チビッコまめまき」 

親子で節分のお話を聞いたり､豆まきごっこをしたりして遊

びます／とき＝２月３日(月)10:30～11:30／対象＝乳幼児

と保護者､先着 20 組 

 

 

 

 

 

 

＜高柳児童センター＞ ☎ 04-7190-1348 
●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 

●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＝２月４日(火)10:00～11:30 

／対象＝多胎児と保護者､先着 10 組 

 

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。 

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！ 

《２月》※時間は，10:30～11:30 

6 日(木) 柏ふるさと公園《柏下４番地》 

    7 日(金) 田中近隣センター《大室２４９－１》 

14 日(金) 新富げんきひろば《新富町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） 

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 

１/15
（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

１/17
（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

１/19

(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

１/31
（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

１/28
（火）

℡ 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

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

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

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。1/20(月)～1/27(月)蔵書点

検のため休館。返却ポストは通常通り利用できます。



 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO.219(８) 

《運営委員会報告》 

【事務局】 

・みんひろ 12/14 スイーツデコ(協力マロングラッセ)、フェルトで

作るサンタのナプキンリング、卓球他 小学生 16名 中学生 3名、

大人 1名、ボラ１名・スタッフ３名 

※来年度みんひろについて永楽台児童センターとの確認１名出席 

※今年度のみんひろ 1/11.2/8.3/14 

・はぐはぐ☆子育て応援フォーラム 2020 3/15(日)参加予定 

 舞台スペースイベント 13時半～14時（親子ふれあい広場） 

 団体紹介ブース 10時～15時 

・来年度の活動について 

 事業案検討。総会予定 4/19(日)  

【広報委員会】 

・12/5ほっとハッと通信№218発行 作業参加 11名 

・12/16 編集会議 4 名参加 今後の特集 1 月「はぐはぐポケット」、

2月「子育て応援フォーラム 3/15」、3月「流山おやこ劇場」、4月「増

尾のもりでいっしょにあそぼう！」 

・12/18 はぐはぐポケット、12/23柏市子育て支援課取材 

【第 25回柏市おはなし会 S’わくわく人形劇まつり】  

・11/30 まとめ会打ち上げ ・12/14プロジェクトまとめ会打ち上げ 

・12/20 中央公民館との今後の話し合い 2名出席 

【福祉委員会】 

・12/5るって発行 作業参加 6名 ・次回 1/9発行予定 

・次年度会計担当者について 

【スキルアップ講座】※パレット柏共催 2/16(日)開催予定 

 講師：アフタフ・バーバン清水洋幸氏 

・12/5チラシ配布仕分け  ・12/16申込み受付開始 

 

 次の定例運営委員会は 1/15(水)。

9:30～12:00 永楽台近隣センター

和室で行います。どなたでも見学でき

ます。事務局までご連絡ください。 

12/20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.220)は２/６(木)印刷予定

です。情報など１/23(木)までにお

寄せください。 

 

《こちらほっとハッと通信局》 

穏やかな幕開けの 2020 年。今年もよろ

しくお願いします。ぽかぽか陽気の中、

インフルエンザで三が日を救急当番医巡

りした我が家。休日返上で診療に携わる

医療関係者の皆さまに、心から感謝申し

上げます<(_ _)>五輪イヤー！元気に参り

ましょう。（ひらぷー） 

 

★今月のカット：青木優子さん 

☆「藤田浩子の『少し昔のこ

と』」カット：門井すみ子さん 

 

と き 2 月 8 日(土) 

午後 1:30～4:30 

ところ 永楽台児童センター 

内 容 工作「ハートの小物入れ」、

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 
 

 

と き ２月６日(木)10:00～10:30   

内 容 おはなしアニマル  

紙芝居「大きく大きく大きくなあれ」 

パネルシアター「おっとっと」 

体操「大きくなあれ」ほか 

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。 

 

 


