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松戸市地域子育て支援事業

201３年６月５日：発行
■0～3 歳の乳幼児と保護者がいつでも気軽に立ち寄りくつろげる場所です■

６月１日で６周年を迎えたほっとるーむ東松戸。5 月 26

日に記念のファミリーコンサートを開催しました。子育

てひろばで出会って、子育てしながら音楽活動も楽しん

でいる「テコラン」さんに、歌と演奏を披露していただ

きました。バラエティーにとんだプログラムに、一緒に

歌ったり、手拍子したり、ママもパパもお子さんも踊っ

たり、体じゅうで音楽を楽しみました。大型絵本「だる

まさんが」は楽器の音と体で表現。「ぼよよん行進曲」の

歌詞に感動し、ウクレレとリコーダーでの「なんとなく

なんとなく」は、会場にいたおじいちゃん、おばあちゃ

ん、スタッフも口ずさみながら、温かな気持ちでいっぱ

いになりました。「なんとなーく、しあわせ～♪」

「テコラン」さんの素敵な笑顔と演奏は、参加された皆

さんに元気と優しい気持ちと感動を届けてくれました。

本当にどうもありがとうございました。

１週間後にほっとるーむに遊びにきた男の子。「今日は

コンサートないの？」きっとあの時間がとても楽しかっ

たのでしょうね。

「テコラン」さんのこれか

らの活動を応援するととも

に、私たちも、皆さんに愛

されるほっとるーむ東松戸

をめざし、運営していきた

いと思います。

ほっとるーむ東松戸６周年記念④

●当日は、講師の方を囲んでのサロン形式で講座を行ないます。

●保育はありませんので、各自お子さん連れでのご参加です。

もうすぐ夏！ほっとるーむ東松戸のパパ企画の季節がや

ってきました。さあ、パパの出番ですよ。毎年好評の『う

どん作り』と“お楽しみ企画”を行ないます！

４

～うつる病気のうつり方！？～

◆永瀬春美先生プロフィール◆
篠原学園専門学校講師・子育てアドバイザー・心理カウンセラー・

看護師。13 年間「赤ちゃん 110 番」の電話相談員を務める。現在ホ

ームページにて「永瀬春美の子育て相談室いっぽいっぽ」を開設中。

日時： ７月５日（金）１３：００～１４：００（受付１２：５０）

場所： ほっとるーむ東松戸 絵本コーナー側スペース

講師： 永瀬春美先生（子育てアドバイザー・看護師）

対象： ０～３歳までのお子さんの保護者

定員： １５組（要予約） ※６月１２日（水）から申し込み受付

お申し込みは…

お電話またはほっとるーむ東松戸受付にて

ＴＥＬ ０４７－７０１－５５０８

子どもは、よくうつる病気にかかります。うつり方もい

ろいろですが、近づいただけでうつる病気は、それほど

多くはありません。今回のミニ講座では、空気感染と飛

沫感染の違いなどを、永瀬先生がわかりやすくお話して

くださいます。

今回は、パパサークル「パパ

LABO」のパパたちによるお楽し

み企画も計画中です。

お知らせもパパたちが作成予定

です。

2013.５.26 開催報告！

◆日時：7 月２７日（土）10：00～

◆場所：向新橋青年館 （松戸市紙敷８０５－１）

◆定員：1２組 （当日は家族で参加）

◆参加費：1 組５００円
※詳細は後日ブログ・ほっとるーむ東松戸内の掲示で

お知らせします。

お申し込みは７月３日（水）からの予定です。

ほっとるーむの壁に七夕飾りを作ります。

短冊に願い事を書いてはってください。

どうか願い事がかないますように…

そして７月７日が晴れますように…

夏のパパ企画

※当日は資料をお渡しします。

次回は９月「くすりのおはなし」の予定です。

シンプルな言葉とインパクトのある絵。「もこも

こ」「にょき」「ぱく」「もぐもぐ」「ぱちん」など、

なんだかよくわからないけど不思議で楽しい絵

本。子どもも「もう１回！」って、絵本を持って

くることでしょう。「しーん」と読み終わっても、

表紙にもどって、また絵本が始まります。元永さ

んの作品で「ころころころ」や「がちゃがちゃど

んどん」もおすすめです。

「もこもこもこ」 谷川俊太郎作・元永定正絵（文研出版）

おすすめ絵本

市川久美子さんの

（七夕飾り週間 ７/２～７/７）

（２２）

← 昨年のようす

● ▲ ■ ● ▲ ■

はっぱのうえの

みずのたま

かたつむりが

あそんでる
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『絵本の会たんぽぽ』のみなさんによる

◆毎月第１金曜日 １１:００～１１:２０

◆内容：読み聞かせ・手遊び・紙芝居など…
まだ、うちの子はわからないから…というママ。

まずは、ママが絵本を読んでもらう楽しさ、

心地よさを味わってみませんか？

■ことばの発達相談■
毎月１回言語聴覚士の佐藤恵美子さんによる相談を行います。

◆ ６月２０日（木）１０:００～１２:００

◆ ７月１１日（木）１０:００～１２:００

予約は要りません。気軽にご相談ください。

■ご利用案内■

<開館時間> 毎週火～日曜日 １０:００～１８:００

<休館日> 月曜日・年末年始

<開催場所> 〒270-2225

松戸市東松戸 3-2-1 アルフレンテ３０１

<TEL＆FAX> 047－701-5508

<URL> http://e-hotroom.com

<ブログ> http://hotroom.seesaa.net/ →
<E-mail> e-hotroom@za.wakwak.com

ほっとるーむ東松戸 カレンダー

※車でお越しの場合、アルフレンテの立体駐車場をご利用になれます。

駐車券をお持ちの方はお申し出ください。９0 分無料になります。

E-こどもの森ほっとるーむ東松戸は

NPO 法人子育てひろばほわほわが

松戸市から委託を受け運営しています。

６月 ７月

＊やむをえず予定が変更になる場合があります。

HP やほっとるーむ内でお知らせします。

どうかご了承ください。

■子育て相談■
毎週火曜日１０:００～１２:００

水色のエプロンをつけた助産師さんが

ひろばでお子さんのこと、ママのこと、

気になること等相談にのってくださいます。

子育て

なんでも相談

助産師の野邊ゆう子さんを囲んでの

サロンです。

赤ちゃん

教室

えほんの

じかん

ことばの

発達相談

休館日子育て相談

ママサロン

休館日子育て相談子育て

なんでも相談

休館日子育て相談 子育て

なんでも相談

休館日子育て相談子育て

なんでも相暖

休館日子育て相談子育て

休館日子育て相談子育て

ママサロン

休館日 子育て相談

えほんの

じかん
休館日子育て相談子育て

なんでも相談

ことばの

発達相談

子育て

ミニ講座

子育てアドバイザーの永瀬先生が、お子さんの身体だ

けでなく心の発達、ママ自身の不安や悩み、気になる

こと等なんでも相談にのってくださいます。

２～6 ヶ月の赤ちゃんとママが対象です

奇数月第 4 木曜日開催

７月２５日(木)10:30～11:30

保健師さんのお話は毎回テーマがかわります。

ご希望の方は計測もできます。母子手帳・バスタオル・

おむつをお持ちください。予約は要りません。

（受付 10:15～）

※JR 武蔵野線・北総線 「東松戸駅」から徒歩 1 分

※京成バス高塚線・新京成バス松１４・八柱７・紙敷１系統

バス停｢東松戸駅｣下車 徒歩 1 分

■アクセス■

は・は・は

サロン

ほっとるーむ東松戸情報

◆６月２５日（火）１３：００～１４：００

*テーマ* 夏の病気の対処法

◆７月２３日（火）１３：００～１４：００

*テーマ* おっぱい・ミルクの悩み解決

子育て

なんでも相談

ビューティーサロン

●SOLA

は・は・はサロン
母・歯・笑顔があふれる『は･は･はサロン』

歯科医であり、子育て中のママでもある川上朝子さんを囲ん

で、歯の健康についていろいろおしゃべりしてみませんか？

◆６月１３日（金）

13:00～14:00
（申し込み不要）

■６月■
５日（水）１４：００～１６：００

14 日（金）１０：００～１２：００

19 日（水）１４：００～１６：００

28 日（金）１０：００～１２：００

子育て

なんでも相談

父の日

企画

永瀬春美先生の

◆６月１６日（日）１０：００～１８：００ ※ランチ時は休み

パパ大好き！パパと一緒に手形をとろう！
父の日記念の企画として、

手形をカードにしてプレゼント。

申し込みは不要です。

★手形カードプレゼント★

夏の

パパ企画

■７月■
５日（金）１４：００～１５：００

※子育てミニ講座終了後

10 日（水）１０：００～１２：００

19 日（金）１４：００～１６：００

24 日（水）１０：００～１２：００

29 日（水）１３：００～１５：００

七夕飾り週間 →


