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活動場所　藤心4-1-11 藤心近隣センター(東武
線逆井駅徒歩10分) 
E-mail meji-shinoda12.3593@docomo.ne.jp  

対象者　乳幼児親子　活動日　不定期　月２回 
活動カテゴリー　サークル 
HP　あり 

柏リトミックサークル

　リトミック講師２人による生ピア
ノを使った親子リトミックです。広

い部屋でのびのびと体を動かしながら音楽の基本
要素を遊びを通して楽しく身に付けます。絵本や
パネルシアター、簡単な製作活動も行っています。
小さい頃からたくさん音楽を聴いてほしいという
想いから、レッスンの始めは毎回ピアノの連弾を
取り入れています。 

　私たち講師も子どもを持
つ母親です。子どもが小さ

い時には色々な思いを感じながら子育てしてきま
した。親子で楽しめて音楽を通じて癒される、そ
んな時間になるといいなと思っています。 

　ずっと通っている親子も
始めて数か月の親子も、すっ

かり馴染んでいて、アットホームな雰囲気です。

音楽を通じて癒され、元気になる！

アクセス　曙橋1（キングフィッシャーガーデ
ン、numa café）ほか。手賀沼東端曙橋横。 
E-mail tourism@edgehaus.com  
活動日　キングフィッシャーガーデン　土・日・

祝日 10:00～16:30、numa café 11:00～
17:30 (月曜休み)　活動カテゴリー　Shop 
※駐車場40台・無料。HP　あり　facebook
ページ あり

奥手賀ツーリズム

　手賀沼の奥。そこには、高層マン
ションや大きな商業施設がある柏と

同じ柏なの？　と思うほど豊かな水と緑と広く青
い空があります。・原っぱ大学　・収穫体験＆
BBQ　・かかしづくり　・いきものナイトキャン
プ　ほか、親子で色んな体験しちゃいましょ！ 

「冬野菜の収穫体験＆ピザ
づくり体験！」に参加した

５歳の男の子は大満足してくれました（→利用者
の声）。家族一緒に思いっきり自然体験をしてみ
ませんか。 

　遊び疲れたら敷地内の
「numa café」へ。窓から

は広大な手賀沼が見渡せ、絵本も置いてあるので
ソファでゆったりと過ごすことができます。

奥手賀で味わう豊かな自然体験！

「収穫体験で大根を
採ったよ。かじった
ら甘くて美味しかっ
た！」

利用者の声

「毎回の会費はチケッ
ト制でお手軽です。
習い事というより、
子ども同士で自由に
遊んだり、体をうご
かしたり」

利用者の声

キングフィッシャー 
ガーデン

numa café →
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多世代交流コミュニティーサロン ますのこ
　子育て先輩の地域ボランティアがあたたかく見守っ
ていいる、安心して過ごせる子どもの居場所。（増
尾地域ふるさと協議会） 
活動場所　増尾台3-5-9柏市立増尾西小学校なかよし
ルーム（東武線増尾駅下車徒歩9分） TEL 04-7174-
7265　活動日 原則毎週土曜日（祝日は不定期）4～
10月13:00～16:30、11～3月13:00～16:00 HPあり

はぐはぐひろば沼南

　乳幼児と保護者や妊娠中
の方が無料で気楽に利用で
きる人気の子育て支援施
設。 親子で楽しんだり他
の親子と交流して友達を作っ
たり、情報交換できる場で
す。スタッフも常駐してい
るので子育てに関する相談もできます。子育てに役立
つ育児講座やイベントも行っています。  
アクセス　風早1-2-2 沼南社会福祉センター（柏駅東
口からバスで「セブンパークアリオ柏前」下車徒歩5
分）TEL 04-7191-1925　開館日 月～土曜日 9:00～
17:00　初回に利用登録が必要　HP　あり

気軽に利用できるつどいの場

カフェレストラン あしたば

　障がいのある方が働く、
NPO法人「手打ち職人集団
むげん」が運営する古民家
カフェレストラン。2Fの和
室（8畳・6畳）は貸切可能。
（事前予約が必要です） 
お子さん連れでのランチや
ミーティングで利用する事ができ
ます。ランチメニューも充実。 
アクセス　藤ヶ谷1628-1 （東武
線高柳駅下車 車で10分） 
TEL 04-7168-0365　営業日　水・木・金・土曜日　 
11:00～16:00 　

雰囲気ある古民家で子連れのランチ

アンパンママ

　2017年度で創立11年
目。工作中心だった活動
内容を一念発起し、昨年
から英語知育サークルへ
と進化しました。子ども
達にとっては入園前の団
体行動を体験する機会に
もなっています。親子レッスンをした後は、情報交換
の賑やかなおしゃべりの場になります。 
活動場所　高柳1652-1 高柳児童センター（東武線高
柳駅下車 徒歩8分）対象者　主に1～3歳児までの親
子　E-mail anpanmama2017@yahoo.co.jp　活動
日 不定期で月1回　10:00～　参加費 50円

英語に親しみながら子育てを楽しむ

　代表の染谷さんは、自
身も1歳のお子さんを育
てながら、6人の仲間と
一緒にママや子どもたち
が楽しめるイベントづく
りにチャレンジ。「イベ
ントを考えながら、子育ての悩み
や楽しいことをおしゃべり出来る
仲間」を募集中です！ 
アクセス　片山394-2（柏駅東口よ
りバス「手賀の丘公園前」下車 徒歩10分）E-mail  
npo.sunshinegarden@gmail.com　TEL 04-7197-
1977　活動日 不定期　Facebookページ あり

イベントを考えながらおしゃべり

特定非営利活動法人 Sunshine Garden

多世代交流コミュニティーサロン「虹のひろば」

多世代交流コミュニティーサロン つちのこ
　行事に参加して地域の方とふれあってみませんか。 
（増尾地域ふるさと協議会） 
活動場所　増尾4-4-1 柏市立土小学校多目的ルーム
（東武線増尾駅下車 徒歩10分）TEL 04-7174-1466 
活動日 原則毎週土曜日（祝日は不定期）4～10月 
13:00～16:30、11～3月 13:00～16:00 HP あり

　子育ての情報交換や、息抜きタイムとしても利用
できます 。（光ヶ丘地区社会福祉協議会） 
活動場所　流山市向小金4-20-1 柏市立光ヶ丘小学校
外国語ルーム（JR南柏駅東口からバス「光ヶ丘小学
校」下車 徒歩2分）TEL 04-7176-1438 　活動日 
毎週土曜日 13:00～16:00（学校行事がある場合、
年末年始、お盆は休み）

多世代交流型コミュニティ　地縁のたまご
　カフェや小学生向けの教室なども開催しています。
（飲み物等有料）（風早南部地域ふるさと協議会） 
アクセス　高柳1652-1（東武線高柳駅下車 徒歩8
分）TEL 090-1852-0207　活動日 火・水・木・土
曜日　3～10月 10:00～17:00 11～2月　9:30～
16:30　HP あり

名称 場所 日時

子育てサロン増尾 増尾ふるさと会館２F 
増尾4-1-33

毎週月曜日※第５週は休み 
10:00～11:30

子育てサロン加賀 加賀ふるさと会館１F 
加賀3-16-9

第１、３火曜日 
10:00～11:30

ふれあい広場 藤心近隣センター 
藤心4-1-11

第４金曜日（3,10,12月を除
く）10:00～11:30

ほしの子 藤心近隣センター 
藤心4-1-11

第３金曜日 
10:00～12:00

子育てサロン光ヶ丘 光ヶ丘近隣センター 
光ケ丘団地200-5

第１、３木曜日 
10:00～12:00

酒井根子育てサロン　ふくろう 酒井根近隣センター 
酒井根853-4 

第２、４月曜日 
10:00～11:30

子育てふれあいサロン 大津ヶ丘第一小学校 
大津ケ丘3-50

第４月曜日 
10:00～12:00

南部・東部地域の子育てサロン　問）柏市社会福祉協議会　℡04-7163-9001

　小学生が、
サンタさんの
帽子をかぶっ
ている地域の
高齢の方々と
一緒に工作な
どをしている
傍らでは、そ

の弟や妹が遊んでいます。「多世代交流コ
ミュニティーサロン『虹のひろば』」(p14
参照)ではそんな光景を見ることができま
す。まるで大きな家族のよう。 
　核家族が
多くなって
いる中で、
親や先生で
はない、広
い視野で子
どもたちの
成長を見守
る多様な大
人との交流
は、子どもたちにとってとても貴重で豊か
な体験だと思います。 

　コミュニティーサロンの運営には、私た
ちの住む一番身近な地域で活動されている
各地区の「地区社協」や「ふるさと協議会」
の方々等が多く関わっています。「つちの
こ」を運営している増尾地域ふるさと協議
会の方が「地域の大人が地域の子どもたち
を育てる」とおっしゃるように、身近な地
域の方だからこそ、長い目で子どもたちを
見守る居場所を作っていらっしゃるのだと
思います。 
　利用者は小学生がほとんどですが、その
弟妹などの幼児親子も一緒に過ごすことが
できますので、近くのサロンに一度遊びに
行ってみてはいかがで
しょうか。 
（ここっと　三好玲子）

特集☆多世代交流 ～“南部の多世代交流コミュニティ”を取材して～

「つちのこ」にて「ますのこ」にて

＊日時等は変更となる場合がありますので、事前にご確認下さい
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