
  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO.217（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 11 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11 月７日発行 NO.217 

発行者 柏子どもの文化連絡会 

発行部数 800 部   

 

2019.11月 

特集 

ボランティアが支える 

毎日“おはなし会” 

こども図書館 
 

してもらい、ひと月のスケジュールが出来上がる。 

取材に訪れた日のおはなし会は、１人が急に来ら

れなくなったため、職員が助っ人に入り、始まりの

歌、絵本の読み聞かせ、手遊び、わらべうた遊びな

ど息もぴったりに進められた。 

この日のボランティアは池田早智子さん、他に視

覚障害の方向けの朗読や小学校でも読み聞かせを

している。開館当初の講習を受けてこども図書館で

の活動を始めた。子どもたちが可愛くて癒される。

自分の子どもに読んであげた頃を思い出す。他の 

乳幼児とその保護者を主な対象者としたこども図書館が

開館したのは 2008 年 8 月、11 年前のことだ。フローリン

グの床は小さな子がハイハイしても、歩き回って遊んでも

OK。おはなし会などのイベントが毎日開かれていて、子ど

もの居場所として好評を博している。毎日のおはなし会を

支えるボランティアの方たちを取材した。 

こども図書館では、ボランティアによる読み聞か

せなどのおはなし会を毎日開催している。 

個人で協力する「こども図書館ボランティア」が

20 人。オープン当時より随時、研修を受けて活動

している。 

「こども図書館行事ボランティア」は、地域で活

動しているボランティア団体などに協力を依頼し、

実施可能な日を年間登録してもらう。これが 25 団

体 (188 人)。（H31.4.1 現在） 

個人ボランティアにはカレンダーに予定を記入 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO.217(２) 

(３) ボランティアの方から学ぶことも多いと言う。 

別の日は、吉田奈沙さん（大学 1 年生）と松木和

也さん（66 歳）の組み合わせ。吉田さんは幼児教

育を学んでいる。本が好きで子どもが好きで始めた

ボランティア。読む本は自分の好きなものを選んで

いる。違う年齢の方と話すのが楽しいし、視野が広

がる。土曜日の午前中のおはなし会を終えて「これ

から大学の授業なんです」と図書館を後にした。 

松木さんはこども図書館ボランティアを始めて

３年。この日読んだ「わゴムは どのくらい のびる

かしら？」などのように男性ならではの目線で選ぶ

絵本は子どもたちにも人気だ。「楽しくなけりゃ来

ないよ」と笑顔。 

こども図書館職員の田口さんと遠藤さんに話を

聞いた。ボランティアは常時募集している。図書館

主催の読み聞かせボランティア研修会を受講する

ことが原則だが、これは年に一度。その機会を逃し

ても職員が教えてくれる。「１人からでも大丈夫。

一度見に来てください！」「子育てにひと段落した

方、いかがですか？」と。また団体の行事ボランテ

ィアも随時受け付けている。「年に一度でもいいの

でぜひご協力を」とのこと。連絡はこども図書館 ☎ 

04-7108-1111 へ。 

 

「クリスマスおはなし会」準備中！ 
 

12 月 22 日(日)11:00～11:50「クリスマスお

はなし会」が開催される。大型絵本やパネルシアタ

ーなど盛りだくさんのスペシャルなおはなし会だ。 

10 月 30 日にボランティアが集まり、打ち合わ

せが開かれるというのでお邪魔した。この日は７人

が参加。みんなで絵本選び。候補の作品を持ち寄っ

て、構成を考えながら本を選んでいく。「サンタさん

の絵本はこれがいいね！」「『和もの』（日本の昔ばな

し）も入れたいね」「干支のねずみは〇○さんのエプ

ロンシアターね」など、和気あいあいと話し合って、

だいたいのプログラムが出来上がった。お土産づく 

りや練習などで当日までに数回集まるという。厳選

したプログラムも楽しそうだし、手作りのお土産も

可愛いのができそう！ 温かいおはなし会になるこ

と間違いなし！ 

 

 

 

11/10

（日）

11：00

～11：30

読み聞かせ・パネルシアター・手遊び

　「親子でにっこり笑顔のひとときを」

　出演：こびとのへや

11/12

（火）

10：30

～11：00

おはなし会

　出演：こども図書館ボランティア

11/13

（水）

10：30

～11：00

おはなし会

　出演：こども図書館ボランティア

11/14

（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

11/15

（金）

10：30

～11：00

おはなし会

　出演：こども図書館ボランティア

11/16

（土）

11：00

～11：30

ちょっと大きい子のためのおはなし会

　出演：こども図書館ボランティア

11：00

～12：00

お子さんのための虫歯予防術

　　柏歯科医師会

午後1：00

～3：15

わくわく人形劇まつり　パンダのへや

　出演：ぞうさんのしっぽ・ロバの店

　　　　柏わらべうたの会

11/19

(火)

10：30

～11：00

わらべうた・手遊び・読み聞かせ

　 出演：たまてばこ

11/20

（水）

10：30

～11：00

おはなし会

　出演：こども図書館ボランティア

11/21

（木）

10：30

～11：00

おはなし会

　出演：こども図書館ボランティア

11/22

（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

11/23

（土）

11：00

～11：30

ちょっと大きい子のためのおはなし会

　出演：こども図書館ボランティア

11：00

～11：30

ちょっと大きい子のためのおはなし会

　出演：こども図書館ボランティア

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

10：30

～11：00

おはなし会

　出演：こども図書館ボランティア

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

11/28

（木）

10：30

～11：00

おはなし会

　出演：こども図書館ボランティア

11/29

（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

11/30

（土）

11：00

～11：30

ちょっと大きい子のためのおはなし会

　出演：こども図書館ボランティア

11/17

（日）

11/24

(日)

11/26

（火）

11/27

（水）

℡ 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）

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。

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。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。

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。
おはなし会（年齢問わず） ちょっと大きい子のためのおはなし

会（４・５歳以上向け）



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

私が入学したころの小学校は、１年２年は男女

混合クラスで、３年生になると男女別のクラスに

なりました。これは原則で、学校の規模によって違

っていたようです。同学年や少し上の友だちに訊

いてみても、ずっと混合だったという人もいます

し、１年から別だったけれど戦争が終わって一緒

になったという人もいます。同じ教室にいても、男

は前、女は後ろ、と席が決まっていた学校もあった

そうです。 

戦争で男の人がみな兵隊にとられたせいもあっ

たのでしょう、女の先生も多かったように思いま

すが校長は男でした。私の知る限り当時女性の校

長先生はいなかったと思い 

ます。 

生徒も、男女混合のクラ 

スでは級長（学級委員長） 

は男の子と決まっていて、 

女の子はどんなに優秀でも 

少し昔のこと〈57〉 藤田浩子の 
NO.217（３) 

副級長にしかなれませんでした。号令をかけたり、

列の先頭に立つのは級長の男の子でした。副級長

の女の子は生徒の数を数えたり、黒板を消したり

というような下働きが役目でした。今思えば、小学

校の頃から「男を立てる」という教育だったのでし

ょう。 

親の会も「父兄会」でした。実際に出席するのは

母親だとしても、名前は「父兄会」、会長はもちろ

ん男、子どもの友だちの名前も知らないような父

親でした。私の子どもたちが入学した 1970 年代

の小学校でさえ名前は父兄会ではなく、PTA とい

う名前に変わっていましたが、会長は男、それも自

分の子はとっくに小学校を卒業した小父さんでし

た。一種の名誉職だったのでしょう。その男の会長

さんと男の校長先生が PTA の仕事として決めた

ことを、実際にやるのは、母親たち女性でした。表

向きのことは男、下働きは女、そういう役割分担が

小学校から脈々と流れていたのです。 

 

リレー連載 ＜190＞ 

＞ 
わたしの大好きな絵本      

吉田麻美（真澄屋） 

好きな絵本と言われてすぐに思いついたのは「おしいれのぼうけん」である。好きというより印象が

とても強い。とにかくネズミばあさんが怖かったのだ。あのセリフ、顔、いつまでも追いかけてくる恐

怖。未だに押入れ＝ネズミばあさんと繋がるくらい小さい頃の私には衝撃的だった。でも、ネズミばあ

さんが怖いという理由だけでこんなに印象に残っているのだろうか？ 

いま考えるとあの絵本はどこでも冒険に感じる子どもの感性が描かれて 

いるのかなと思う。夜のトイレ、ソファの下、電車やバス、歩道橋の上、 

もちろん押入れの中。世の中は大人の視点で作られているものが多く、 

時々家の中や街の中でかがんでみると子どもにとって世界がいかに広く 

冒険に満ちているのかがわかる。あの何かが起こるのではないかという 

ドキドキ感、ワクワク感が「おしいれのぼうけん」にはつまっている。 

子どもの頃に戻って大人たちも読んでみてはいかがだろうか。 

『おしいれのぼうけん』 

ふるた たるひ たばた せいいち 作  

童心社 

男を立てる 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO.217(４) 

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 11 月 21 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。 

◆①父母と自分(小６)の将来について話し合い

をした時、母の発言中『お前の言うことは聞きた

くねえ』と怒鳴ったという。これを聞き大変ショ

ックだった。自分を産んでくれた母に向かって

『お前』呼ばわりしている事、それに黙ってしま

う母の態度についてである。数人の父母に質問す

ると,半数は子どもが「お前」を言う、半数は「お

母ちゃんの馬鹿」は言うが「お前」は言わないで

あった。今の世の中『お前』も増えているのか…

◆②ゆうびのパンフレットにこんな文言がある。

《1.一人一人の個性・マイペースを大切に「内か

ら湧き出てくるもの」を守り育てます。2.家族の

ような生活集団、異年齢の遊び仲間のような共同

集団として機能します。3.暖かさ、優しさ、労わ

り、のんびりゆったり、ぼんやり、隠れる、逃げ

る、ずるける、笑う、泣くなど人間味溢れる感情 

いつも子どもと一緒・うっちー 
  「３題ばなし」の感想を下さい。                 

内堀照夫(ゆうび小さな学園) 

NO.9７ 

◆＜第８回 みんなで遊ぼうこどもランド  

秋のちびっこ冒険隊＞ 
と き 11 月 17 日(日)10:00～12:00 

(9:30 より受付)※雨天の場合中止  

ところ 中原ふれあい防災公園 広場 

対 象 幼稚園・保育園児、小学校低学年児 

    (保護者が同伴でお願いします) 

内 容 公園広場で４つのゲームコーナーでみんなと 

一緒にゲームをしながら遊びます 

持ち物： 帽子､水筒   参加費： 無料 

主 催： ボーイスカウト千葉県連盟東葛地区協議会 

申込み・問合せ ボーイスカウト 東葛地区  

鈴木俊郎 ☎090-5338-3436 

 
 

問合せ 光ヶ丘遊戯室 ☎ 04-7170-7600 

 

を受容しあい、お互いを大切にし・大切にされる 

「心の基地」になるよう努めます。以下略》登園

すると、日がな一日 3～4 人でゲーム漬けの子

達。ある時スタッフが「一日に一回は別の遊びを

したら」と言うと、リーダーぽい子がすっくと立

ち上がり「それは強制ですか、命令ですか」と質

問したのだ。◆③高校生以上、大人も混じった数

人で議論をしていた。《働かない・働けない人達

の生きる意味》について様々な意見が出る。「人

間の生きる尊さに条件はない、生きている事が尊

い」「それにしては若者の死にたい願望が多すぎ

る」「30 代～40 代でも統計では、自死する人

が相当数になっている」その時、誰かが「死にた

い奴は死ねばいい」と。皆は一斉にその者を見た 

が、すぐにそんな発言がなかったかのように話は 

進む。◆この３題話の感想を下さい。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO.217(５) 

◆柏市レクリエーション協会    ☆ 
＜ あそびの城「スポーツチャンバラ」＞ 
と き 11 月 30 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 チャンバラと護身術を合体させたニュースポ 

ーツです。防具をつけルールから教わります 
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 
 
◆(特)ＮＰＯこどもすぺーす柏 ★ 
〈 パレット柏おはなし会 〉 
と き 12 月４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 
〈 おやこ舞台鑑賞会No.72 

「みんなdeらくご 其の四」（立川志の太郎） 〉 
と き 12 月 7 日(土)午後 3:00 開演 

4:00 終演予定 
ところ アミュゼ柏 1F プラザ 
チケット 前売り 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/ 
 

◆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 11 月 24 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 11 月 30 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） 

※ミニ工作コーナーあります 
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 11 月 26 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 スライド「あおくんときいろちゃん」など 
問合せ ☎ 090-7207-7734 繁田 
 
◆茶道に親しむ会 ★ 
と き 11 月30 日（土）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 11 月 28 日(木)までに 

電話か FAX 
    ☎＆Fax 04-7174-3467 川島 
 
 
 
 

 

と き 11 月 23 日(土)11:00～午後 9:00 

    11 月 24 日(日)11:00～午後 6:00 

ところ ゆうび小さな学園 入場無料 雨天決行 

    柏駅西口東武バス③のりば「柏 06 免許 

センター行き」に乗り「新宿台」下車（約 

15 分 200 円）徒歩 1 分 

※臨時駐車場あり 

内  容  詳細はゆうび小さな学園ツイッターを    

ご覧ください！ 

問合せ 社会福祉法人共働学舎 柏ゆうび 

ＮＰＯ法人フリースクールゆうび小さな学園 

☎ 04-7146-3501 

ホームページ http://yuubi.org 

子ども・若者たちを中心に､地域の方々も巻き込んだフ

リースクールのお祭りです。美味しい食べものに､楽し

いステージ､大人も子どももたっぷり楽しめる２日間。

どなたでもご参加いただけます！一日楽しめること間

違いなし！ぜひ遊びに来て下さい！（チラシより） 

ゆうびフェスティバル ☆ 
 

と き 12 月１日(日)午後 1:30～3:30 

ところ 麗澤大学生涯教育プラザホール 

※南柏駅東口より徒歩 15 分または東武バス① 

今谷経由・酒井根行きで約 5 分「麗澤大学前」 

で下車。バス停前の建物 車の場合は、生涯学習 

プラザの駐車場をご利用ください。 

参加費 500 円 

主 催 公益財団法人モラロジー研究所  

申込み 右記 QR コードから。 

または､氏名（ふりがな）､住所､ 

電話､職業をご記入の上 

FAX : 04-7176-1177 か 

  E-mail : kyoiku@moralogy.jp 

問合せ 公益財団法人モラロジー研究所 学校教育セ 

ンター ☎ 04-7173-3219 

子どもの好奇心の育て方、一緒に考え、話し合いません

か？（チラシより） 

講師：水野次郎（『こどもちゃれんじ』初代編集長・キャ

リアコンサルタント・モラロジー研究所特任教授） 

公益財団法人モラロジー研究所 教養講座シリ

ーズ② 探究的キャリア形成の時代① 

子どもの“なぜ”は学びの原点 

子どもの“なぜ”にどう向き合うか 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO.217(６) 

◆ママのぽけっと  ☆ 
〈おはなし会〉 
と き 12 月 12 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 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 光ヶ丘遊戯室 ☎ 04-7170-7600 
 
◆おはなしあっぷっぷ ★ 
〈おはなし会〉 
と き 12 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 
 
◆ミニシアターはらぺこくん ★ 
〈12月のおはなし会〉 
と き 12 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 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  歌っておどろう「サントナクス」 
         パネルシアター「かみさまからのおくりも 

の」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 12 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 なわとびであそぼう  

食べ物：ハヤシ・あそぼうパン 50 円 
マシュマロ焼き 20 円 

問合せ ☎ 04-7134-2771 後藤 
URL:http://asoboyo.iinaa.net/ 

 
◆人形劇サークル「てんとう虫」 ★ 
〈 手作りの人形が奏でる♪たのしい！人形劇 〉 
と き 12 月 18 日(水)11:00～11:45 
ところ モラ－ジュ柏 2 階モラ－ジュホール 
内 容 「うさぎのチアダンス」「はらぺこ青虫」ほか 
問合せ ☎ 04‐7191‐6462 河野 
 
◆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 
 

◆オペラシアターこんにゃく座公演 
オペラ 「タング」―まほうをかけられた舌― 

＋うたのステージ 
安房直子さん原作による「まほうをかけられた舌」が
美しいオペラになりました。（チラシより）  
と き 12 月７日(土)午後 2:00～3:30(1:00 開場) 
ところ スターツおおたかの森ホール 

※つくばエクスプレス・東武アーバンパーク 
ライン「流山おおたかの森」駅北口より徒歩 
１分） 

チケット 前売券 おとな券 2,500 円 
 こども券 1,500 円（4 才～高校生） 

＊3 才以下のお子様のご入場はご遠慮ください 
     当日券 各 500 円増し 
♪オペラ「タング」公演の前に､流山少年少女合唱団 
のオープニング公演あり（午後 1:30～1:45） 

申込み QR コードまたはメールで 
① お名前 ②希望枚数 ③メールアド 
レス④ご住所⑤連絡先（電話番号） 

主 催 NPO 法人流山おやこ劇場 
問合せ ☎ 04-7152-0446 

メール noyako085@ｇmail.com 
HP  http://n-oyako.sakura.ne.jp 
 

◆ポレポレ（ＮＰＯこどもすぺーす柏） ★ 
と き 12 月 10 日(火)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 

と き 12 月７日(土)午後 2:00～4:00 
（受付午後 1:30～） 

ところ 千葉西総合病院 アネックス館 ４階 講堂 
※常盤平駅徒歩８分（駐車場・送迎バスあり） 

定 員 先着 200 名   費用 無料 
※手話通訳・要約筆記あり 
※一時保育あり（対象：６ケ月～未就学児／先着７
名／無料／申込：11 月 27 日(水)までに 松戸市
子ども部子ども家庭相談課☎047 -366-3941） 
主 催 松戸市子ども部子ども家庭相談課 
共 催 社会福法人 晴香  

児童家庭支援センターオリーブ 

子育て講演会 

子どもの声からはじめよう 
～虐待・社会的養護の当事者に学ぶ～ 

 「子どもたちの声に耳を傾けてほしい！」 
幼少期、足の踏み場もないほどにゴミが散らばっ
た家庭で育った。小学校の時に里親の元へ。施設
での生活も経て、今は中学時代を過ごした施設内
の学校で教員を務める。川瀬先生のお話から、私
たちに今何ができるのか、地域の皆さんと一緒に
考えたい（チラシより） 講師：川瀬信一氏 
     
     
      

mailto:noyako085@ｇmail.com
http://n-oyako.sakura.ne.jp/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO.217（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 
手遊び､歌､パネルシアターなどを楽しみます／とき＝11 月 
17 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「じっとしていられないの うちの子だ

け？」 
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 
＝11 月 24 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＝11 月５日(火)午後 2:00～ 
●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＝12 月６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「クリスマス」 
季節の歌や手遊びなどをサンタさんと一緒に楽しみます／ 
とき＝12 月 4 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 
●はぐはぐスペシャル「みんなであそぼうクリスマス」 
親子でクリスマス飾りを作ったり､歌を歌ったり､ふれあい 
遊びをしたりします／とき＝12 月 11 日(水)11:00～ 
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 
●２人のマジックショー 
２人のマジシャンによるワクワクドキドキのショーです。マ 
ジック体験もできます／とき＝11 月 23 日(土)午後 1:00 
～2:30／対象＝どなたでも(未就学児は保護者同伴)先着 
50 人 
●ハッピークリスマス 
クリスマスにちなんだ簡単な工作､歌､ 
パネルシアターなどを楽しみます／ 
とき＝12 月９日(月)10:30～11:30 
／対象＝乳幼児と保護者､先着 15 組 
／申込＝11 月 16 日(土)午後 1:30～ 
 

＜永楽台児童センター＞☎ 04-7163-4050 
●クリスマスツリーケーキをつくろう 
スポンジケーキを焼き､ツリー型にしてお菓子でデコレーシ 
ョンをします／とき＝12 月１日(日)9:30～午後 0:30／費 
用＝200 円／対象＝小学生､先着 18 人／申込＝11 月 16 
日(土)10:00～ 
●季節の折り紙 
サンタクロースやツリーなどクリスマスの飾りを作ります／
とき＝12 月１日(日)午後 1:30～3:30／対象＝幼児～小学
生(未就学児は保護者同伴)､先着 16 人 
●げつようわくわく大作戦スペシャル「チビッコクリスマス」 
クリスマスの工作や歌､お話を親子で楽しみます／とき＝12
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 

●わくわくスペシャル「ありえってぃおはなし会」 
人形劇「はらぺこあおむし」､パネルシアター､手遊びなど／ 
とき＝11 月 21 日(木)10:30～11:30／対象＝乳幼児と保 
護者､先着 80 人 
●ファミリーデー「ミニ運動会ごっこ」 
親子で仲良くミニ運動会ごっこを楽しみます／とき＝11 月 
24 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 
●親子 de バレエ and リトミック 
男の子も女の子も親子で体を動かして楽しみます／とき＝ 
11 月 29 日(金)10:00～10:45／対象＝生後６ヶ月～３歳 
までの乳幼児と保護者､先着 10 組／申込＝11 月 16 日(土) 
午後 2:00～ 
●ツインズスペシャル 
多胎児家族でクリスマスにちなんだ工作を楽しみ交流します 
／とき＝12 月３日(火)10:00～11:30／対象＝多胎児と保 
護者､先着 10 組 
 
＜南部近隣センター体育館＞ 
問合せ＝しこだ児童センター☎ 04-7145-2522 
●冬休み卓球教室 
卓球の基本ルールを学び試合を楽しみます／とき＝12月24 
日(火)10:00～11:50／対象＝小学生以上､先着 12 人／申 
込＝12 月４日(水)10:00～しこだ児童センターへ電話で 
 

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８月 1 日～令和元年 11
月 10 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 10:00～12:00 

第１回 １月 10 日(金)…新しい出会い 
第２回 １月 17 日(金)…赤ちゃんのいる生活 
第３回 １月 24 日(金)…赤ちゃんとの接し方 
第４回 １月 31 日(金)…親になること 

【申込】 12 月３日(火)10:00 ～しこだ児童センター 

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） 

子育てをもっと楽しく！「ペアレント・プログラム」 

お子さんの行動の見方を知り､ほめるポイントの見つけ方を
学ぶプログラムです。児童センターのスタッフと一緒に､子育
てのヒントをみつけていきましょう。 
【対象】 ３歳～６歳児の保護者  先着 12 名  
【場所】 しこだ児童センター  【費用】 無料 
【日程・内容】 全６回連続講座 各日 10:00～11:10 

第１回 １月 16 日(木)…ガイダンス・現状把握表を書く！ 
第２回 １月 23 日(木)…行動で書く！ 
第３回 ２月 6 日(木)…同じカテゴリーをみつける！ 
第４回 ２月 13 日(木)…ギリギリセーフ！をみつける！ 
第５回 ２月 27 日(木)…ギリギリセーフ！をきわめる！ 
第６回 ３月 5 日(木)…ペアプロで見つけたことを確認す 

る！ 
【申込】 12 月３日(火)午後２:00 ～しこだ児童センター 



 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO.217(８) 

《運営委員会報告》 

【事務局】 
① 9/10事務カフェ 4名参加 会費・協賛金確認ほか 
② 9/14みんひろ 小学生 15名 中学生 8名参加 ボラ 1名 スタ

ッフ 2名 10/12台風のため中止 
③ 認定こども園くりの木幼稚園子育て支援 後期協力団体 

11/14 ママのぽけっと 1/16 ポレポレ 2/6 おはなしアニマル
3/9ほしの子（各回 10:00から） 

④ 柏さくらライオンズクラブ 7 月より新会長就任 10/21 定期例
会出席 2名わくわく人形劇まつりアピール 11/10南部老人福祉
センターまつり焼きそば手伝い 3名予定 

⑤ 9/25社会福祉協議会ボランティア運営委員会出席 1名 
【広報委員会】 
・9/12ほっとハッと通信№215 発行 作業 9名参加  
・10/1編集会議 出席 4名  
・10/10ほっとハッと通信№216 作業 11 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）開催予定（ひまわりプラザ） 
・9/25チラシ印刷 10/19事前説明会無事終了 
今後の集まり 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】 
・9/12,10/10 るって発行 
【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 
・チラシ検討 
＊その他 かわらばん表記の確認 
 
 

 次の定例運営委員会は 11/8（金）

9:30～11:30 増尾近隣センター 

和室で行います。 

 

10/11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.218)は 12/5(木)印刷予

定です。情報など 11/28(木)まで

にお寄せください。 

 

《こちらほっとハッと通信局》 

アミちゃんの元気で綺麗な髪はきっ

と誰かの喜びになりますね。私も今年

したんです。「ヘアドネーション」。

おばちゃんの髪は白髪でカラーしてい

て元気がなかったけど、それでも大丈

夫ってことですよーん。（れ） 

★今月のカット：松林麻美さん 

☆「藤田浩子の『少し昔のこ

と』」カット：門井すみ子さん 

と き 12 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「スィーツ・デコ」 

（協力：マロングラッセ）
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） 

＜児童センター情報つづき＞ 

【とき】12 月 13 日(金)10:30～午後 1:00 

【ところ】京葉ガス料理教室柏の葉 

（ららぽーと柏の葉 北館３階） 

【対象】３歳までの子どもの母親､12 人（未就園児の 

母親を優先） 

【内容】魚介のパエリアやデザートを作って食べながら 

お母さん同士で交流します 【費用】1,000 円  

※保育あり（生後 6 カ月以上 12 人）  

【申込】11 月 30 日(土)までに市のホームページで※応募者多数の場合は抽選 

【問合】しこだ児童センター ☎ 04-7145-2522 

ママのためのクリスマス クッキング講座 


