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★イベントは、感染症が流行った場合は、内容の変更、または中止となる場合がありますのでご了承ください。

2023年 5 月号

すくすくパパ
タイム
10：00～11：00

のびのびタイム
11：00～12：00

のびのびタイム
11：00～12：00

ぞうさんルーム

ぞうさんルーム

〒277-0924

柏市風早1-2-2
☎04-7128-5665

[対象 ] 未就学児と保護者

[利用時間] 9：00～17：00 ※5/8(月)～

[休館日] 日・祝・年末年始

この事業は、柏市社会福祉協議会が
柏市から受託して運営しています。

地域子育て支援拠点 アクセス
[バ ス] 柏駅東口から東武バス1番のりば柏３１系統「沼南車庫行」に

乗車「セブンパークアリオ柏前」下車、信号を渡って徒歩５分。
[お 車] 風早工業団地入り口の交差点を右折し一つ目の信号を右折し道

なりに進んだ左手にセンターが見えます。
(駐車場は、センターと隣接する駐車場もご利用いただけます。）

ぞうさんルーム

出張ひろば
10：30～11：30

ふれあい遊びや手遊び、パネルシアター・

プチ製作などをした後、保護者同士の交流

を楽しみます。

1歳あつまれ！『のびのびタイム』

第１～４水曜日 11:00-12:00

出張ひろば
０歳あつまれ！『すくすくタイム』

毎月第２水曜日10:30-11:30

ラコルタ柏2階にある多世代交流スペース

にて行います。

わらべうたやふれあい遊び、読み聞かせの

後、保護者同士の交流を楽しみます。

講演やコンサート、体験など子育てに役立つ

楽しい内容をお届けします。

０歳あつまれ！『すくすくタイム』

毎週木曜日 11:00-12:00

わらべうたやふれあい遊び、読み聞かせ

の後、保護者同士の交流を楽しみます。

お誕生日を祝う会

※その月により変更になる場合があります。

のびのびタイム
11：00～12：00

すくすくタイム
11：00～12：00

ぞうさんルーム

スタッフ会議

育児講座
11：00スタート

ニコニコデイズ
11：00～11：45

※スタッフ会議…14:30-16:30は事務所内で会議を行うためひろばにはスタッフが1人となります。ご了承ください。

相談＆出張ミニひろば
10：00～11：00

出張みずたま相談

出張みずたま相談

こどもの日週間（4/18～5/2）

り楽っくすタイム
11：00スタート

ぞうさんルーム

ぞうさんルーム

り楽っくすタイム

利用者さんが中心となって企画、実施する

ワークショップです。

育児講座

前半は「すくすくミニタイム」後半は
通常の子育て相談です。
（詳しくは裏面をご覧下さい）

相談＆出張ミニひろば

今月のイベント

すくすくタイム
11：00～12：00

ニコニコデイズ

地域のボランティアさんとの交流の場です。

お子さんの誕生月に遊びに

来られた方はひろばスタッフ

にお声掛けください。

お誕生カードのプレゼントと

プチお祝い会をします。

(但しスタッフ会議の日は出来ません)

※誕生月が前月の場合は、お誕生カードを

お渡しします。

今まで予約制でしたが5/8（月）より予約なしで
ご利用いただけます。利用時間は9時～17時です。
来所時に登録番号などご記入いただきますので
カードをお持ちの方は必ずご持参ください。

ひろば利用についてのお知らせ
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“子育て支援アドバイザー”が子育てについての悩み・

心配事の相談をお受けします。また、市内の子育て情報

についてお知らせします。

ひろばでの面談による相談、電話による相談は予約不

要です。お気軽にご相談ください。

相談直通ダイヤル：04-7191-1925

★出張相談（予約制・メールにて受付）
第1水曜日 光ヶ丘地域いきいきセンタ‐
第3水曜日 南部地域いきいきセンタ‐
第4水曜日 ラコルタ柏

★オンライン相談（予約制・メールにて受付）
10:00～16:00※土曜・日曜・祝日・年末年始は除く

E-mail：hughug-shonan@kashiwa-shakyo.or.jp

詳細は、はぐはぐひろば沼南HPをご覧ください。

6月の予定
詳細は6月号をご覧ください。

・6/10（土）育児講座「リユース会」詳細はHPにて

・6/13 (火）育児講座「親子ダンスでスキンシップ」予約受付開始日は5/30(火）

柏市在住、在勤の方（子育てしている親子さん）
生後6ヶ月から未就学児

予 約：電話または窓口にて(平日9時～17時)
※利用希望日の1か月前から3日前まで
※1か月前の当日に限り電話のみ

〈お問合せ〉かしわファミリーサポートセンター

利用時間：

定 員：

利 用 料

対 象：

①10：00-13：00 ②13：00-16：00
③10：00-16：00

実 施 日

ファミリーサポートの協力会員さんがお子さんをひろば
やベビールームでお預かりします。

：

：

①②1000円（3時間）③2000円（6時間）

1日4名以内

毎月第1・3・4火曜日と毎週金曜日

★ひと月の利用時間は１人１２時間までです。

04-7190-5225

■ぞうさんルーム■

日 時：5月19日 (金) 11:00スタート

場 所：1階 レクリエーション室

対 象：1歳児～未就学児親子

定 員：10組

予 約：5/1（月）9時より

受付初日は電話のみとさせていただきます。

ひろば来所時または電話 (04-7128-5665)

にて先着順

KASHIWA NOTE Presents

日 時：5月16日 (火) 11:00～11:45

場 所：1階 レクリエーション室

対 象：未就学児親子

定 員：10組

予 約：5/2（火）9時より

受付初日は電話のみとさせていただきます。

ひろば来所時または電話 (04-7128-5665)

にて先着順

ニコニコデイズ

～いっしょに打楽器であそぼう～

日 時：5月9日 (火) 11:00スタート

場 所：1階 レクリエーション室

対 象：生後7か月までのお子さんとその保護者

定 員：8組

予 約：4/25（火）9時より

受付初日は電話のみとさせていただきます。

ひろば来所時または電話（04-7128-5665）

にて先着順

キーボードの演奏に合わせて一緒に打楽器をたた

いて遊びましょう♬

季節の歌や童謡など知っている歌がたくさん出て

くるよ！

育児講座

ＮＰＯ法人マドレボニータ認定
産後セルフケアインストラクター 竹原瑠衣さんによる

産後の身体を整えるバランスボールエクササイズ

バランスボールを使ったエクササイズを

教えてくれます。心身共にリフレッシュ

してみませんか？

English!!

Let’s Have Fun and Enjoy 

ネイティブのアーニー先生と英語で楽しく

おどろう！うたおう！ゲームであそぼう！

アーニー先生による

リ楽っくすタイム相談＆出張ミニひろば
「すくすくミニタイム」

はぐはぐひろば沼南の「0歳あつまれ！すくすく
タイム」が出張します。
親子のふれあい遊びや保護者同士の交流をします。

日 時：第3水曜日 10:00～11：00

場 所：南部近隣センター2階「南部いきいきセンター」

対 象：0歳（ねんね・おすわり）のお子さんと

その保護者

定 員：4組

予 約：随時

※1回の予約で取れるのは1枠のみです。

ひろば来所時または電話 (04-7128-5665)

にて先着順

◎11:00から12:00は子育て相談ができます。(1人30分)

事前予約制となりますので、電話でご予約ください。

■みずたま相談室■（利用者支援事業）
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