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　就学前の親子が集まる子育てサロン。ボランティ
アが保護者の方と一緒にお子さんの遊びを見守りま
す。自由遊びや手遊び、絵本の読み聞かせなど、プ
ログラムは地域により様々です。また、子育てサロ
ンは地域のかたとの「出会いの場」でもあります。

子育てサロンってなぁに？（p7に北部、p11に中央部、p15に南部・東部のサロンを掲載）

　永楽台近隣センター2階の遊戯室で開かれてい
る、「永楽台子育てサロン」でお話を聞きました。 
　ここでは、地域の主任児童委員を中心としたボラ
ンティアの登録サポーターが、日々交代しながら常
時2人で親子が遊んでいるのを温かく見守ってくれて
います。子どもを安心して遊ばせたり、ママ同士ゆっ
たりとお喋りすることもできます。時にはサポーター
が生活や育児に役に立つ地域情報を教えてくれたり、
先輩ママとしてのアドバイスもお話してくれます。 参
加しているママは、「私には癒しの場。子どももい
ろいろな年齢の子と出会えて成長している気がしま
す。終了前のリズム体操も楽しいです。」と話して
くれました。（ひ）

おもちゃもたくさん！　
お気に入り、み～つけ
た！

回答者の年齢分布グラフ

　有効回答数は100名弱。全員女性
でした。自宅からのアクセスしやす
さを優先し、地域ごとの情報を柱に、
全域情報で補完するスタイルは、ア
ンケート結果を参考にしました。

柏市の子育てオススメ情報アンケート 
　2017年の11月初旬に市内の子育て支援に関して、つ
どい場や支援活動などの情報をWebアンケートを利用し
て募りました。様々なオススメ情報を頂き、Touch制作
に活かすことが出来ました。有難うございました！

全域かしわ

　ちょっと足を伸ばすだけで、
市内には魅力的な子育てスポッ
トや支援活動がたくさんあるこ
とに気づくはず。

　Touchが行ったアンケートから、柏にたくさん
あるショッピングモールはママたちに大人気と判
明。今回はそのうちの２つのモールを取材して人
気の秘密を探ってきました。 

■モラージュ柏 
　柏のモールの中では老舗なのが13年目を迎える
モラージュ柏。ニューファミリー層にフォーカス
した結果、自然にママたちを支援する活動が充実
し、2013年7月より、“学ぶ!  遊ぶ!  集う!  柏マ
マの応援サークル”を掲げる「モラージュmama」
がスタートしたそうです。 
　毎月発行のリーフレットには、“モラママ・サー
クル”による様々なイベントやセミナーの開催が目
白押しに掲載。無料で参加できるものや、有料で
も利用しやすい料金で楽しめます。目指すのは“マ
マたちの公民館”。様々な子育て支援団体やボラ
ンティアグループなどがモラージュの一室を借り
て、子育て世代を応援する活動を行っています。
モラママに参加して知り合ったというママ友も増
えてきたそうです。モラージュには、この他にも
キッズコーナーや、授乳室、モラージュ広場など
子育てを応援する施設やスペースがいっぱい。 
　地域密着型の毎日通えるモールとして使っても
らいたい、とメッセージをもらいました。 

■大山台2丁目3番地 
　JR柏駅西口より無料シャトルバスを毎日運行。車では、
柏ＩＣより国道16号線十余二交差点左折すぐ。 
　TEL：04-7137-6200　HP あり 

■セブンパーク アリオ柏 
　広大な敷地に、アミューズメント感満載の施設
がアリオの魅力。子どもから大人、男女問わずわ

くわく感を持ってもらおうという“Playful Place”
がコンセプトだそうです。 
　イベントもバーベキューも出来る大型公園「ス
マイルパーク」ではいつも元気に遊ぶ子どもたち
でいっぱい。“巨大オブジェ”の「ビッグワンダー」
は、子どもも大人にも大人気。そして、ウエスト・
ウイング３階の「スカイ・キッズ」は、様々な年
齢の子どもたちが楽しめるように、対象年齢ごと
に遊べるエリアを設定した優れもの。ハイハイコー
ナーを始めインタラクティブ映像が流れる巨大モ
ニターのある遊び場スペースから、保健師による
育児相談会を行う育児相談室、授乳室やキッズト
イレなどもあり，安心して出かけられます。 

■大島田1丁目6番地1 
　JR柏駅東口１番乗場より、バス「沼南車庫行き」にて
「セブンパークアリオ柏前」下車徒歩３分。 
　TEL　04-7190-1111　HP あり 

●Touchが行ったアンケートでは、ほかにも次のモール
の名前が上がりました。取材を通してどのモールも子育
て世代が利用しやすいよう様々な工夫をしていることが
良く分かりました。 
○ららぽーと柏の葉（若柴175） 
　TEL　04-7168-1588(代) 
○柏の葉T-SITE（若柴227-1） 
　TEL　04-7197-1400 
○イオンモール柏専門店街（豊町2-5-25） 
　TEL　04-7142-5000（お客様専用ダイヤル）

ママの味方？
！ 

ショッピング
モール 

お楽しみガイド

スカイ・キッズ

“モラママ・サークル”の公演 
（ミニシアターはらぺこくん p20参照）
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(特)NPOこどもすぺーす柏

多彩な子育て支援団体

団体名 活動内容 場所・連絡先

特定非営利活動
法人 NPOこど
もすぺーす柏

鑑賞とあそびで”とびっきりの子ども時代”を応援し
ています。主な活動：おやこ舞台観賞会、キャン
プ、デイキャンプ、パレット柏おはなし会、こども
の表現活動「世界でひとつだけの絵本づくり」な
ど。ブログ、facebookページ、LINE@あり

住所 柏1-7-1-301 パレット
柏内　TEL 080-3738-8451  
E-mail　
info.kodomospace@gmail.c
om

柏子どもの文化
連絡会 

子ども達の心が豊かに育つことを願って活動してい
ます。主な活動:柏市おはなし会ś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！、子
育て支援講演会開催、情報紙「ほっとハッと通
信」「るって！」発行など。HPあり

TEL 090-7708-0691 
E-mail 
kashiwakobunren@gmail.co
m

柏
PapaShakeHa
nds 

パパと子どもが一緒に遊べるイベントを企画・運
営　主な活動：高柳児童センター「パパとあそぼ
う」、バウムクーヘンづくりなどのアウトドア＆
クッキング事業、パパの作戦会議（あそびの企画
会議）など。facebookページあり

TEL 090-2932-5900 
E-mail 
kashiwa.psh@gmail.com

個性豊かな 
活動

柏子どもの文化連絡会

柏PapaShakeHands

リトルペガサス 
（児童発達支援センター）

　柏では、広域で活動して
いたり、福祉に力を入れて
いたり、様々な子育て支援
団体が活動しています。

多彩な子育て支援団体

団体名 活動内容 場所・連絡先

障がい理解推進チ
ームWa’s 

障がいがあっても笑顔で暮らせる地域づくりを
めざし、障がい理解のためのイベントや上映会
などを企画・開催しています。「わくわくサッ
カー教室」「夏休み工作教室」など。HPあり

TEL  090-3428-5328 
E-mail 
kashiwa.was@gmail.com

NPO法人スマイ
ルクラブ 「スマ
イルスポーツ塾」 

発達障がいの子どもたちへの運動指導です。個
別指導で行っています。 
「スマイルスポーツ塾」平日 13:00～19:00　
土・日・祝日 10:00～18:00 
HPあり

住所　柏教室 柏5-8-16 柏ウ
ェルズ21 C教室 
TEL/FAX 04-7113-1407 
E-mail smilesportsjuk 
@jcom.zaq.ne.jp 

社会福祉法人青葉会 
リトルペガサス『リ
トルサロン』 

発達の遅れが心配なお子さんとお母さんが一
緒に遊びに行き、相談もできる場です。月2回
（月曜日）10:00～11:30 1回3組の予約制。
まず気楽に電話をしてみてください。HPあり

住所　小青田１丁目11-3 
（TX柏たなか駅下車、親子で
歩いて10分） 
TEL 04-7157-0303 
E-mail little-chiiki@aobakai-
js.or.jp

　おもちゃの図書館は、障がいのある
子ども達におもちゃの素晴らしさと遊
びの楽しさをとの願いから始まったボ

ランティア活動です。全国各地で活動していま
す。 当初は、障がいのある子どものための活動
でしたが、現在は障がいのある子もない子も共

に遊び交流し育ちあう場となっ
ています。おもちゃは「遊び」
を豊かにする道具です。しかし、
上手に遊ぶことができない、お
もちゃに興味を示さない子ども
達がいます。そうした子ども達
にたくさんのおもちゃを用意し
て、気に入ったおもちゃを選ん

で遊ぶ場・機会を提供し、家でも楽しく遊べる
ように無料で貸し出しています。 

・手作りおもちゃがたくさん！ 
・しこだ児童センターで開催されるおもちゃ図
書館では、2ヶ月に1度子育てミニ講座と個別相
談会を実施。「子どもの発達について保健セン
ターに相談するほどではないけど少し気になる
ことがある。ちょっと話を聞いてみたい。」と
いうママにオススメ！ 
・ボランティアの方々が親子で遊ぶお手伝いを
してくれます。遊んでいる中で自然に育児のこと
を相談出来たりするので、ママの息抜きにも。 
・ボランティアの方に赤ちゃんを見てもらって
いる間、上の子と思いっきり遊ぶことも可☆
（植木）

活動 
内容

柏おもちゃ図書館“かたつむり”に行ってきました！
「柏おもちゃ図書館“かたつむり”」ってどんな所…？ 

　→障がいのある子どももない子どもも、ともに交流し育ちあ
う場。柏市内3か所（※）でそれぞれ月に1度開催。

オススメ 
ポイント

活動場所　※ 柏市内3か所(①教育福祉会館、②
沼南社会福祉センター、③しこだ児童センター) 
活動日　おもちゃ図書館(10:00～15:00開館①
第２日曜日、②第４土曜日、③第４日曜日）。

手づくりおもちゃ製作(①第２水曜日、第４木曜
日)、移動おもちゃ図書館(ウェルネス柏キッズルー
ムこすもす、ひまわり、社会福祉法人ぶるーむ、
月１回)　TEL/FAX　04-7174-8908
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　しこだ児童センターの「ママのぽけっとおはなし会」を取材しました。こ
の日はクリスマスにちなんで、ツリーに飾り付けをしたり、手遊び歌を歌った
り。「まーるくなって、まーるくなって輪になろう♪」と、始まったわらべ歌
あそびでは、ママの足がお馬さんになって、揺れたり落ちたりするたびに子ど
もたちは大きな声で笑い、体全体で喜びを表現していました。ママの顔もにっこにこ。ゆったりとした
わらべ歌と優しいふれあいに、体も心も温かくなりました。（み）

　柏市立図書館本館・分館や地域の様々な
場所で、市民活動団体等による「おはなし
会」が開催されています。 
　絵本の世界でワクワクどきどきしたり、
手遊びなどを楽しんだり。お近くのおはな
し会に行ってみませんか。

柏市内の「おはなし会」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

内容：パネルシアター、エプロンシアター、手袋人
形劇、わらべ歌あそびなど 
主な活動場所：しこだ児童センター、光ヶ丘遊戯
室、子育て支援センターなど 
開催日：不定期 
連絡先：TEL 　04-7172-9517  

内容：絵本、紙芝居、人形劇、音楽遊び、パフォー
マンス、合奏等ライブ型の公演。親子向け絵本講座 
主な活動場所：①モラージュ柏、②北柏ライフタウ
ン4-7-7 集会所（他、小学校、幼稚園、保育園、高
齢者施設等） 
開催日：第２土曜日(偶数月-① 奇数月-②)1・8月休 
連絡先：TEL / FAX 04-7133-7163  
E-Mail: mkumagai@ja2.so-net.ne.jp 

内容：人形劇 
主な活動場所：保育園、幼稚園、老人介護施設、モ
ラージュ柏、近隣センター（南部・沼南） 
開催日：不定期 
連絡先：TEL/FAX 04-7191-6462 
 

内容：親子ふれあいあそび、手遊び、体操、ソフト
ブロック、布トンネルなどの自由あそび、エプロン
シアター、紙芝居や簡単工作など 

主な活動場所：根戸近隣センター 
開催日：第3または第4金曜日（月1回・8月休み） 
連絡先：TEL 080-3738-8451  
E-Mail: info.kodomospace@gmail.com  
 (（特）NPOこどもすぺーす柏） 

内容：人形劇、絵巻物、大型絵本、スライドなど 
主な活動場所：永楽台児童センター 
　（他、小学校、幼稚園、保育園、子ども会等） 
開催日：第4火曜日（変更あり） 
連絡先：TEL 090-7207-7734  

内容：手遊び、読み聞かせ、体操など、終了後自
由に過ごせる時間も。 
活動場所：パレット柏 
開催日：第1水曜日　10:30～11:00（変更あり） 
連絡先：TEL 04-7157-0280（パレット柏）  

内容：手遊び、読み聞かせ、エプロンシアター、
パネルシアター、紙芝居等。お子さんと一緒に楽
しく過ごしませんか 
活動場所：パレット柏 
開催日：第4水曜日　10:00～10:30 
連絡先：TEL 04-7157-0280（パレット柏）

ママのぽけっと

おはなしおはなしグーチョキパー

ミニシアター　はらぺこくん

ポレポレ

人形劇サークル「てんとう虫」

パレット柏おはなし会 
　　　　　（（特）NPOこどもすぺーす柏）

0歳からのお楽しみ劇場(パレット・パル)

名称 場所 実施日 主な対象

キラキラおはなし会 豊四季台分館・子どものへやコー
ナー　 ℡04-7145-9546

毎週水曜日　15:00～15:30 
祝日休み　８月は休みの場合あり ０歳～10歳

おはなし　あのね 田中近隣センター遊戯室　 
℡ 04-7134-2546

毎月第３木曜日　15:40～16:20 
8月は第1木曜日 ０歳～小学生

おはなし広場 
いないいないばあ

南部近隣センター 
南部みんなの広場 
 ℡ 04-7172-9194

毎月第３火曜日　11:00～11:45  
8月休み ０歳～３歳

おはなしたまてばこ 西原近隣センター２階和室  
℡ 04-7152-9898

毎月第３金曜日　10:30～11:00 
祝日の場合は第２金曜日　8月休み ０歳～３歳

おかあさんの 
おはなし会

布施近隣センター遊戯室  
℡ 04-7132-3193 奇数月第３土曜日   15:00～15:30 ０歳～小学生

おはなしどんぐり 増尾近隣センター会議室Ｂ 
℡ 04-7172-9193 毎月第３木曜日    10:30～11:00 ０歳～６歳

おはなしピンポンパン 光ケ丘近隣センター遊戯室 
TEL 04-7175-3746

毎月第２火曜日　10:30～11:00 
祝日休み ０歳～3歳

おはなしや 新富近隣センター和室  
℡ 04-7147-2690 毎月第1水曜日　10:30～11:30 ０歳～小学生

たかちゃんの 
おはなし会

高田近隣センター 
２階和室1･2、和室３ 
℡ 04-7147-2440

毎月第3金曜日　15:00～15:30 
奇数月第２木曜日　10:30～11:00 ０歳～５歳

がらがらどん 根戸近隣センタ－・２階Ｂ会議室  
℡ 04-7131-6053

毎月第３土曜日 10:30～11:15 
祝日の場合は翌週 １歳半～小学生

ねどちゃん 根戸近隣センタ－和室 
℡ 04-7131-6053

毎月第1金曜日 10:30～11:00 
祝日の場合と１月は翌週　8月休み ０歳～３歳

おはなしのへや 新田原近隣センター2階和室3 
℡ 04-7167-1298

毎週土曜日（第5週除く）14:00～
14:30  ８月は休みの場合あり ２歳～小学生

まつぼっくり  
おはなし会

松葉近隣センター和室３  
℡ 04-7134-0046

毎月第２水曜日 16:00～16:30　 
8月休み １歳～８歳

絵本の出会いの広場 
ほしの子

藤心近隣センター２階和室 
℡ 04-7175-4946

奇数月の第３金曜日　祝日休み　 
10:30から10分くらい読み聞かせ 
絵本の広場　11:30まで

０歳～３歳

にじいろおはなし会 藤心近隣センター1階茶室 
℡ 04-7175-4946

毎月第２金曜日 16:00～16:30（11月
～1月は 15:45～16:15）８月休み ３歳～９歳

メルヘン
高柳近隣センター 
ロビー畳コーナー 
℡ 04-7193-1160

毎月第１火曜日　10:30～11:00 
祝日・８月・１月休み　 
12月は 第1火曜日クリスマス会

０歳～４歳

本館　 おはなし会  本館おはなし室 
℡ 04-7164-5346

①毎週木曜日のおはなし会 
　☆4月～7月と9月～10月 16:00～16:30   
   ☆８月 10:30～11:00  ☆11月～３月 15:30～16:00 
②毎月第３土曜日のおはなし会　14:30～15:00 
 （８月は10:30～11:00）

こども図書館 
おはなし会

こども図書館おはなしのへや 
℡ 04-7108-1111

休館日を除く毎日　10:30～11:00 
（土・日・祝日は11:00～11:30） 
※午前中に音楽などの他の行事がある場合は休み

柏市立図書館の「おはなし会」 
　　　　柏市立図書館本館・分館では，ボランティアによるおはなし会を開催しています 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※日程は変更になる場合があります


