
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今号で連載１００回を迎える「いつも子どもと一緒・うっち

ー」。執筆者のうっちーこと内堀照夫先生は、今年卒寿を

迎え、連載終了のご意向を明らかにされました。残念で

すが卒寿をお祝いし、これまでの連載への感謝を表しま

す。 

NO.220（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２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２月６日発行 NO.220 

発行者 柏子どもの文化連絡会 

発行部数 800部   

 

2020.２月 

会員を募集しています 

を展開。大妻女子大学大学院非常勤講師を経て、

1989 年フリースクールゆうび小さな学園を開

園。この代表として「一人ひとりの子どもが自分

らしさ」に気づき、それを磨き伸ばし、それを生

かして豊かな人生を創り出すよう支援する」を理

念として活動している。（2013 年 11 月発行の

著書「ここへおいでよ はい、握手」より） 

このたび連載は終了しますが、うっちーは、ゆ

うび小さな学園で、これからも「いつも子どもと

一緒」にいます。 

特集 

その存在が「ほっとハッと通信」にとってはあ

たりまえのものになって久しかったせいか、原稿

を掲載しながら、読者の皆さんにきちんと紹介を

していなかったことをお詫びし、改めてここで紹

介したいと思います。 

内堀照夫氏は、１930 年長野県小諸市に生ま

れ、1949年東京第三師範学校（現東京学芸大）

卒、東京都区内公立小学校に勤め、通常学級に自

閉症のある子を受け入れたり、教室内を蛍光灯付

きの衝立で幾つかのコーナーに区切って喫茶店

風にするなど、一人ひとりの学習を保障する授業 

 

ありがとう♡ 

うっちー 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO.220(２) 

(３) 

うっちー様へ 

連載を拝読し、勝手に私淑しておりました。今回

初めて 90歳になられたということを知ったほど、

お年もお顔もわからないまま、でも子どもたちに向

き合う内堀様の姿勢だけはわかったつもりでおりま

す。 

「校長に志と手腕があれば今の公教育でも…」と

か「教師は子どもたちの中のすぐれた一員でなけれ

ば」など、胸をグサッと突かれる思いで拝読しまし

た。「寄り添う」ということの奥深さを思い知らさ

れる連載でした。ありがとうございました。 

                藤田浩子 

 

「うっちーのもう一つの笑顔、知ってます！」 

うっちー（と呼ばせてくださいね）との出会い

は 18年前。当時「ほっとハッと」のインタビュ

ーでお話を伺うと、な・なんと偶然、ふるさとが

私の夫と一緒。しかも、小・中・高校の大先輩だ

ったとわかってビックリ！  その後、私はその

故郷近くで暮らすことになり、うっちーのお里帰

りの折、半日一緒にお伴させていただきました。

あの時のうっちーの優しい笑顔は格別でした。ま

た来てください。ぜひ！！ 

元編集委員 高山ふさこ 

                           

 

ゆうびの玄関で 

ほっとハッと通信に 10年前に載った内堀先生

の文章です。今もきっと同じでしょう。「来園する

と玄関で身を低めて『よく来てくれました。緊張

していますか？』と握手をする。」 

私自身は、そんなひたすら優しい大人の心の前で

頑固に直立している子どもであったし、今もそうで

はあるけれども、繰り返されて来たでしょうこのシ

ーンに一人号泣するいい歳をした大人は、私だけで

はないんやないか。 

丹羽眞理子 

「よれよれの襟を」 

うっちーのコラムは、しみじみと読み返した

り、そして時々、恥ずかしくなったりしていま

した。 

日々の活動の中で、うっちーは、子どもや親の

ことで眠れなくなった日もあったと聞いていま

す。 

毎号じゃなくても、どうか登場をよろしくお願

いします。私の襟を正すために・・。 

うっちーに甘えていますね＾＾ゞ 

菅井治子 

うっちーへのメッセージ 
柏子どもの文化連絡会「ほっとハッと通信」

を通じて内堀先生と縁のある皆さんにメッセ

ージを寄せていただきました。   

                           

 

内堀照夫先生の著書「ここへおいでよ はい、握手」を欲しい方に差し上げます。ゆうび小さな学園（☎ 

04-7146-3501）にご連絡を。また、「ほっとハッと通信」に連載した「いつも子どもと一緒・うっち

ー」全編を読みたい方は、通信局日比谷（hothattsushin@gmail.com）までご連絡ください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO.220(３) 

◆人間の誕生を出産の日とするのは誤りではな

いか。正確には母体内で精子と卵子が結合したと

きが生命の誕生と捉えられないか。母体内であっ

たとしても一つの「命」、一人の人間が生き始め

た事実がある。こうした想いを強く持たせるの

は、出産前の検診や予防接種の過程で授かった子

どもが障碍を持っているか否かを予見出来るよ

うになったからだ。予見通告を受けた十人中九人

の方が「産まない」を選択しているという。 

僕たちは「人間の命」について真摯に考えてみな

くてはならない。◆障碍のある子に出会ったら、

僕はこう思う。僕は君に「害」を与えず「快」を

提供し続けよう。君にとって快さをくれる都合の

いい存在として近づいていこうと思う。つき合う

には、その子の動きに参加しながら面白さを共有

する。同じ障碍名でも個人差がある。親の接し方

を見る・聞く。好みの傾向を見逃さない、それを 

いつも子どもと一緒・うっちー 
   命の誕生、人生について                  

内堀照夫 

NO.100 

発展させる。◆一人遊びしかしないのなら、僕も

一人で君のそばで遊ぼう。君が見えるし、大声を

出せば聞こえる…そんな距離をとって歌いなが

ら踊りながら一人遊びをしよう。◆働けない・働

きたくない場合は、現在の状態を受容する。二人

だけの会話を多くし、寄り添う。無意味に焦らな

いよう対策を話して決める。楽しみを充実させた

り、増やしたり。消費活動も立派な社会参加だ。

内側からエネルギーがわいてくるような支援を

したい◆生産活動に参加して正当な賃金を得て、

通常の消費生活をして、やがては一家を構えられ

そうな人は見守るだけでいい。 

◆今までありがとうございまし 

た。遊びと仕事が混じり合った 

ような楽しい人生になったのは 

皆様のおかげです。時々ゆうび 

に遊びにきて下さいね！ 

はぐはぐ★子育て応援 

フォーラム柏２０２０  
３月 15 日（日）午前 10:00～15:00 

会場 アミュゼ柏 ☆入場無料☆ 
 

 

基調講演 10:15～12:00 クリスタルホール 

（手話通訳・要約筆記あり） 

「赤ちゃんとのコミュニケーション！？」 
講師：東京大学大学院総合文化研究科広域システム

科学系教授・開一夫（ひらきかずお）先生 

赤ちゃんの持つ能力や発達の謎に挑む 

「赤ちゃん学」の研究者であり、多く 

の人気絵本を監修している開先生が赤 

ちゃんの持つ力などを語ります。 

 
 

分科会① 子育て中のかた向け 
13:00～15:00 会議室 D 

たたかない、怒鳴らない子どもと向き合う

ヒント  
講師：公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパ

ン 
 

分科会② 子育て中支援者のかた向け 
13:00～15:00 和室２ 

妊娠期から思春期までを地域みんなで応援

するためには 講師：特定非営利活動法人松戸子

育てさぽーとハーモニー 石田尚美氏 

 

その他イベントもりだくさん！ 

（来月号でお知らせします！） 

●講演会・分科会は保育あり（１歳以上、定員あり） 

 申込みは子育て支援課へ電話で。2 月 21日(金) 

まで 

基調講演・分科会のお申し込みは… 

子育てサイト「はぐはぐ柏」の入力フォームまたは子

育て支援課に電話（04-7168-1034） 

 

「今、子育て中の人」「子育てを応援したい人」あつま

れ!!子育てに関わる人たちが柏の子育てを知り、共に

考え、つながるためのフォーラム「はぐはぐ☆子育て

応援フォーラム柏 2020」の開催です。  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前回「百人一首」でも書きましたけれど、日本人

は七五調の言葉がしっくりくるのでしょうか、覚

えやすいのでしょうか、なんでも七文字や五文字

にして覚えようとします。平城に都ができたとき

を「納豆（７１０）食って、奈良に行こぅ」と覚え

たり、桓武天皇が都を京都に移した年を「鳴くよ

（７９４）ウグイス、平安京」と覚えたり「いい国

（１１９２）作ろぅ、鎌倉幕府」と覚えたりしまし

た。（鎌倉幕府開幕は１１８５年だの１１８２年だ

の近頃は諸説あるとか） 

 わらべうたにも七五調の 

言葉がたくさんあります。 

「ちょちちょちあわわ」「か 

いぐりかいぐりとっとのめ」 

「おつーむてんてんひじとん 

とん」など、文字数は５でも 

７でもありませんが、唱えて 

少し昔のこと〈60〉 藤田浩子の 

NO.220（４) 

みると七五調なのです。また子育ての言葉にも「乳

をやったら水もやれ」「ない子にゃ泣かぬ」「寝る子

は育つ」「親はなくても子は育つ」などなど子ども

のころから聞いてきた言葉が大人になって実感と

してわかってきます。 

意味もわからず丸暗記したってしょうがないと

思う方もいらっしゃるでしょうが、私は子どもの

ころから意味もわからずまる覚えしてきた言葉

が、あるときふっと理解できる、そんな一瞬を楽し

んできました。だいたいは大人同士、碁や将棋を差

しながら交わす言葉を盗み聞いたのですが「いす

かのはしのくいちがい」だの「キジも鳴かずば打た

れまい」「いとこ同士は鴨の味」「さわらぬ神にたた

りなし」「飲む打つ買うの三拍子」「ウグイス鳴かせ

たこともある」など意味もわからす聞き覚え、大人

になってはっと気づいてにやっと笑う、そんなこ

とを楽しんできました。 

おカタイ警視庁の禁止事項でさえ七五調「この

土手に、登るべからず、警視庁」でしたものね。 

リレー連載 ＜193＞ 

＞ わたしの大好きな絵本      

山﨑香文子（かふみ） 

異国情緒あふれる花柄の表紙には、ウクライナ民話と書いてあります。私が五十年以上前に、最初に

「てぶくろ」に出会った時は、遥か北の未知の国でした。 

おじいさんが森で落としたてぶくろは、厚い皮で出来ていて、中は暖かそうな、フワフワの毛が使われ

ています。そこに、まず初めにやって来たのが、食いしん坊ねずみ。仕立ての良さそうな服を着ていま

す。次に現れたのは、ぴょんぴょんがえる。冬なのに薄い部屋着に前かけ姿。 

その後も次々と大きな動物が「入れてくれ」とやってきます。うさぎにきつ 

ねにおおかみに、、、もうてぶくろは満杯です。木の枝で補修したり、小窓を 

つけたり、細い煙突まで立てて、煙がモクモク。動物達の表情、服装、てぶ 

くろが増築されていく様子。重厚な絵が魅力的で、物語に引き込まれます。 

さて、森に戻って来たおじいさんが見つけたのは、元どおりの片方のてぶ 

くろだけ。動物たちは？不思議で自由なウクライナの森のおはなし。 

『てぶくろ』 ウクライナ民話 

絵： エウゲーニー・M・ラチョフ 

訳： うちだ りさこ  福音館書店 

七五調 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆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 ２月 21 日(金)  

３月 13 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 

 

◆ポレポレ（ＮＰＯこどもすぺーす柏） ★ 

と き 2 月 21 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 

 

◆パパとあそぼう！直火 deバウムクーヘン 

＠KIDIYS PARK”  
みんなで力を合わせて、直火でバウムクーヘンを作ります。

ほかほかバウムクーヘンを美味しく食べて、大人も子ども

もみんなで思いっきり遊びましょう！ママの参加も大歓迎

です。 

と き 2月23日(日)10:30～午後1:30(雨天中止) 

ところ KIDIYS PARK（柏駅西口徒歩 3 分：駐車場 

はありません） 

対 象 子どもと保護者 先着 15 組 

（定員に達し次第 締め切らせ 

ていただきます） 

費 用 一家族 1000 円 

申込み：こちらの申し込み QR コード 

から  

https://ssl.form- 

mailer.jp/fms/aa522cc2652308 

主 催 TEAM KIDIYS PARK 

柏 PapaShakeHands 

        Mail kashiwa.psh@gmail.com 

問合せ ☎ 080-5386-0150（事務局：三好） 

NO.220(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 2 月 22 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 ３月８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） 

※フラダンスタイムあり 

問合せ ☎ 070-6408-0081 菅井 

 

◆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 ２月 25 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 絵巻物「つきのぼうや」など 

問合せ ☎ 090-7207-7734 繁田 

 

◆教育支援ＮＰＯ・ボランティア等実践研究

交流会 
「子どもたちに夢を！未来を！～おとなの繋がり 

で、化学反応をおこそう～」をテーマとし、教育 

支援の取組について考えます。みなさんのネット 

ワークで、教育支援の輪を広げましょう。 

と き ２月 29 日(土)10:00～午後 4:30 

ところ 東葛テクノプラザ（柏市柏の葉５-４-６） 

内 容  

【基調講演】「地域とつながるコミュニティースクー 

ル～次代を担う子どもたちの育成を～」生重幸恵氏 

（特定非営利活動法人スクール・アドバイス・ネッ 

トワーク理事長） 

【事例発表団体】 

分科会Ａ 体験を豊かにする活動 

① 総合型地域スポーツクラブ「まちサカ」（柏市） 

② あびこレクリエーションクラブ（我孫子市） 

③ 流山お田んぼクラブ（流山市） 

分科会Ｂ 連携の豊かな活動 

① 川間中学校区地域支援本部（野田市） 

② NPO 法人市川にオオムラサキを生息させる

会（市川市） 

③ プレイルーム運営委員会「ひなたぼっこ隊」 

（君津市） 

分科会Ｃ 青少年の自立的な活動 

① NPO 法人 B-Net 子どもセンター（酒々井町） 

② ステップ（白井市） 

③ NPO まちアート・夢虫（船橋市）   他 

リンク先ＵＲＬ  

https://www.skplaza.pref.chiba.lg.jp/mumpeor

om-209/ 

申込み Web 申込か、FAX 送付のいずれか。「氏名・ 

所属・電話番号・メールアドレス・参加分科 

会①～③」を記入して、04-7140-8601 へ 

主催・問合せ さわやかちば県民プラザ事業振興課 

    ☎ 04-7140-8611 

 
 

 

 

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.220（６） 

◆(特)ＮＰＯこどもすぺーす柏 ★ 

〈 パレット柏おはなし会 〉 
と き ３月４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 

〈 「いおり博士とこうじくんの理科室パフォーマンス 

ショー」 （スタジオエッグス） 〉 

と き ３月22日(日)午後2:00開演 3:00終演予定 

ところ アミュゼ柏 １F プラザ 

チケット 前売 1,500 円 ２人以上１人 1,000 円 

当日 1,500 円（２人以上の扱いなし） 

申込・問合 (特)ＮＰＯこどもすぺーす柏 

☎ 080-3738-8451 

※詳しくはチラシ、ブログ等をご覧ください。 

ブログ  http://kodomospace.sblo.jp/ 

 

◆ぞうさんのしっぽ  ☆ 
〈 おはなし会 〉 
と き ３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 

 

◆ワクワクわんぱくプレーパーク  
と き ３月７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､ハンモック､皿回し､

棒パン(100 円) マシュマロ焼き(50 円)など 

問合せ ☎ 04-7172-0426 片岡 

 

◆茶道に親しむ会 ★ 
と き ３月８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 ３月６日(金)までに電話か FAX 

    ☎＆Fax 04-7174-3467 川島 

 
 

 

◆ミニシアターはらぺこくん ★ 
〈３月のおはなし会〉 
と き ３月 14 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 

（駐車場はありません）（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） 

内 容 絵本「みんなみんなみーつけた」､歌う絵本「こ 

んこんこんなかお」､他､年齢別の絵本､手あそ 

びなど 

問合せ ☎  04-7133-7163 熊谷 

 

◆プレーパークの会・あそぼうよ 
と き ３月 14 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 皿回しであそぼう！ 

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/ 

 

 

 

 

 

◆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 ３月14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 

URL   http://www.yuubi.org/ 

２/13

（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

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

２/14
（金）

10：30

～11：00

読み聞かせ・手袋人形・歌
　出演：子育て支援センターゆうゆう

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

２/19
（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

２/28
（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

２/21

（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

２/29

（土）

11：00

～11：30

読み聞かせ・テーブル人形劇・手遊びなど

　出演：おはなしおはなしグーチョキパー
２/22

（土）

11：00

～11：30

読み聞かせ・紙芝居・パネルシアターなど

　出演：Ｊｕｎの星(じゅんのほし)

２/25

（火）

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。
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。

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。下表
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NO.220（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 

●ベリーズの人形劇 

人形劇「３びきのこぶたのおかあさんのたんじょうび」､ふ 

れあい遊びなど／とき＝２月 16日(日)11:00～11:50／ 

対象＝どなたでも(未就学児は保護者同伴)先着 50 人 

●おはなしアニマル わくわくデー 

パネルシアター「なぞなぞシアター」､立体絵本「おむすびこ 

ろりん」など／とき＝３月１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 

●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＝３月４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＝３月６日(金)10:00～11:30／対象 

＝多胎児と保護者､先着 15組 

●ウルトラ☆ファミリーｄａｙ 

午前の部はプラレール､午後の部はカプラを 

楽しみます。かんたん工作や手あそびスペシャルもあります 

／とき＝３月７日(土)10:00～正午､午後 1:30～3:30／対 

象＝どなたでも(未就学児は保護者同伴) ／持ち物＝靴入れ袋 

 

＜豊四季台児童センター＞☎ 04-7144-5363 
●はぐはぐスペシャル「みんなでひなまつり」 

ひな飾り工作やふれあい遊びを親子で楽しみます／とき＝ 

２月 19日(水)11:00～11:40／対象＝乳幼児と保護者､先 

着 20組 

●はぐはぐスペシャル「親子でおかいものあそび」 

親子でお買い物遊びをして楽しみます／とき＝３月 11日 

(水)11:00～11:50／対象＝乳幼児と保護者､先着 20組／ 

費用＝30円／申込＝３月３日(火)午後 2:00～ 

●工作教室「大工さんに挑戦」 

ノコギリや金づちの使い方を教わりながら木片工作をします

／とき＝３月 28日(土)9:30～11:30／対象＝小学２年 

生以上､先着 12人／申込＝３月３日(火)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＝２月 11日､25日､３月 10 

日(火)10:00～11:45／対象＝乳幼児 

と保護者､各日先着 15組 

【募集】「ふせ★フェスタ」 

子ども実行委員  

準備や当日の運営をします／とき＝ 

【準備】３月 14日（土)､25日(水)､ 

29日(日)9:30～11:30【当日】３月 30日（月）正午～午 

後 3:30／対象＝小学２年生以上､先着 12人／申込＝３月 

２日(月）午後 1:30～ 

【募集】「ふせ★フェスタ」パフォーマンス発表参加者  

歌､ダンス､手品など得意な事や好きな事を発表します／と 

き＝３月 30日（月）午後 1:00～2:30／対象＝小学生～ 

18歳の個人またはグループ､先着５組／申込＝３月２日 

(月）午後 1:30～ 

 

＜永楽台児童センター＞☎ 04-7163-4050 
●つくってあそぼう「キラキラボックス」 

ミラーに反射した光が色鮮やかに見える円柱形の箱を作って

遊びます／とき＝２月 22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 

「たのしいひなまつり」 

親子でひなまつりのお話を聞いたり､手 

遊びや親子ふれあい遊びを楽しみます／ 

とき＝３月２日(月)10:30～11:30／ 

対象＝乳幼児と保護者､先着 20組 

 

＜高柳児童センター＞ ☎ 04-7190-1348 
●わくわくスぺシャル「うれしいひなまつり」 

ひなまつりにちなんだ工作や歌を親子で楽しみます／とき＝ 

２月 20日(木)11:20～正午／対象＝乳幼児と保護者､先着 

20組 

 

＜南部近隣センター体育館＞ 
問・申＝しこだ児童センター☎ 04-7145-2522 
●ニュースポーツであそぼう 

ボッチャとフリングネットなどのニュースポーツを体験しま 
す／とき＝３月８日(日)10:00～正午／対象＝小学生以上 
先着 20人／申込＝２月 18日(火)10:00～ 
●春休み卓球教室 
卓球の基本ルールを学び試合を楽しみます／とき＝３月 25 
日(水)10:00～11:50／対象＝小学生以上､先着 12人／申 
込＝３月３日(火)10:00～ 
 

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》 

20日（木） モラージュ柏《大山台２丁目》 

25日（火） 南部公園《新逆井２丁目》 

26日（水） 柏中央近隣センター《柏６－２－２２》 

《３月》 

 4日（水） 根戸近隣センター《根戸４６７－１７８》 

 5日（木） こども図書館《大島田４８番地》 

※雨天中止（ただし､こども図書館､近隣センターは室内の

ため､雨天決行） 

※時間は 10:30～11:30 こども図書館のみ 10:30～

11:00 

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 

柏市児童センターミュージカル 

「コハク八剣伝～虹の桜の舞う空に～」  
子どもから大人までの市民による手作りのミュージカル 

と き ３月 15日(日)午後 2:00～4:00 

ところ 豊四季台近隣センター体育館 

対 象 どなたでも(未就学児は保護者同伴) 先着 300人 

持ち物 靴入れ袋 

問合せ 豊四季台児童センター☎ 04-7144-5363 

 



 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO.220 (８) 

《運営委員会報告》 

【事務局】 
・1/7事務カフェ 5名参加 今後の事業日程・担当確認他 

・柏市子育て支援事業計画書について 

・来年度の活動計画案について 

・みんひろ 1/11 コマ、卓球他 小学生 3名,中学生 2名,大人 3名,

ボラ１名,スタッフ 2名 

次回 2/8 ハートの小物入れ他、次々回 3/14 パズル作り他 

・2月かわらばん作成について 

・会員動向について 

 

【増尾のもりでいっしょにあそぼう！】 

・1/21実行委員会 

 

【広報委員会】 

・1/9ほっとハッと通信 1月特集「はぐはぐポケット中央」作業 8名 

・1/20編集会議 

※1/25「うっちーを囲む会」開催について 

 

【第 25回柏市おはなし会 S’わくわく人形劇まつり】  

・プロジェクトＷ会議 6名参加 来年度開催についての検討他 

【福祉委員会】 

・1/9るって発行 作業 5名  

・次回 2/6発行予定 

 

【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 

・申し込み状況他 

 

 次の定例運営委員会は  2/12(水 ) 

9:30～11:30 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。 

1/15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.221 は 3/5(木)印刷予定

です。情報など 2/25(火)までにお

寄せください。 

 

《こちらほっとハッと通信局》 

「始まれば終わる」。自分自身を、励ま

したり、何かを諦めさせたりしようとす

る時の呪文。受け入れ難いものを受け入

れようとして何度もつぶやく。そんな大

人な私でも、やはりこの終わりは寂し

い。子どもの時のように、思いをありの

まま表現できたら…。うっちー、本当に

本当にありがとうございました。

（maruaji） 

★今月のカット： 

・岡本壮太さん（ゆうび小さな

学園） 

・ぷぷ１号さん 

☆「藤田浩子の『少し昔のこ

と』」カット：門井すみ子さん 

 

と き 3 月 14 日(土) 

午後 1:30～4:30 

ところ 永楽台児童センター 

内 容 工作「パズル作り」、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 ３月９日(月)10:00～10:30   

内 容 「ほしの子さんの読み聞かせ」  

手あそび色々、絵本を楽しもう！！  

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。 

 


