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当初、春日神社境内でのデイキャンプを予定していましたが、会

場を向新橋青年館に変更し『夏のおたのしみ会』を開催しました。

事前にパパの作戦会議を開いて「子どもといっしょに何がしたい

か？」そんなお話から「うどんを作りたい！」「おにぎりもにぎらせ

たいな」「みんなでやるなら、すいか割りが盛り上がりそう！」「ヨ

ーヨー釣りもいいよね…」「バルーンアートやってみたいな」などわ

くわくするようなプログラムがどんどんでてきました。今回は、そ

の想いをすべてやっちゃおうということで、盛りだくさんの内容と

なりました！みんなの笑顔がはじけて、楽しい時間になりました。

作戦会議から参加されたパパお二人に感想をいただきました。

｢ごろごろにゃーん｣ 長新太さく・え（福音館書店）

★７月１８日（月） ９：００～１４：００ ※パパの作戦会議 ７月２日（土）１０：３０～１２：００★

日常、平日の子育てはほぼ奥さんに任せきりで、周りのお

父さん達はどんな風に子どもに関わっているんだろう？

そんな疑問は私以外の方も感じた事があるかもしれませ

ん。今回のこの企画はまさにそんな自分の疑問を解決して

くれました。お父さん達は馬乗りレースで膝を擦りむく位

（笑）真剣に遊ばれてて、それに呼応する様に子ども達は

満面の笑顔！真剣に遊ぶ大切さを改めて感じました。うど

ん作りでは予想以上に没頭してしまい、自分が楽しみ過ぎ

てしまいましたが…。また機会があれば参加させてもらい

たいと思います。

Ｎ・Ｈパパ（４才８ヶ月男の子・１才７ヶ月女の子 稔台在住）

おすすめ絵本

夏
出産後、骨盤のゆるみが気になる方、体を動かしてリフレッ

シュしたいと思っている方、参加してみませんか？

おうちに帰ってからもできる内容です。

夏のパパ企画 報告

『パパ一緒にあ・そ・ぼ』に参加して、自身初めてのう

どん作りやバルーンアートなどを体験し子ども以上に!?

とても楽しい 1 日を過ごすことが出来ました。

うどんは思った以上に簡単に作れて、しかも以外と美味

しかったのは驚きでした。(準備頂いためんつゆが美味し

かったのかもしれませんが・・(^_^;))また、美味しいスイ

カや漬け物、じゃがいも、かき氷、おにぎりと盛りだく

さん頂き、参加家族みんながとても満腹で満足したので

はないかと思います。楽しい催しをありがとうございま

した。

Ｔ・Ｙパパ（３才男の子・８ヶ月女の子 紙敷在住）

とびうお型の奇妙な形の飛行機にねこがのっていま

す。「ごろごろにゃーん…とひこうきはとんでいきま

す」の言葉の繰り返しなのですが、ねこが魚つりをし

たり、犬に追いかけられたり…絵をよくみると、ねこ

の冒険のお話のようです。長新太さんの独特の迫力あ

る絵が、なんとも不思議な魅力のある絵本です。

打ち上げは

仕切り直しで

また今度…

ママのリフレッシュ

日時 ： ９月２９日（木）１５：００～1５：４０（受付１４：５０

場所 ： ほっとるーむ東松戸 絵本コーナー側スペース

講師 ： 山本恵梨さん (フィットネスインストラクター)

対象 ： 第１子が０～１才半までのお子さんを持つママ

定員 ： １２名 （要予約） ※お子さん連れでの参加です

参加費 ： 無料

持ち物 ： タオル・飲み物
※赤ちゃんを寝かせる場合 バスタオルかマット

※当日は動きやすい服装でいらしてください。

ジーパン・ベルト不可。ベルトは来てから外せば

OK。はだしで行ないます。

お申し込みは…（9 月 1 日から受付）

お電話またはほっとるーむ東松戸受付にて

ＴＥＬ ０４７－７０１－５５０８

7 月の猛暑は過ぎましたが、まだまだ暑い日は

続きそうですね。節電を叫ばれるこの頃ですが

熱中症にならないように、上手に冷房を使ったり、こま

めに水分補給しながら、暑い夏を元気に乗り切りましょ

う。

市川久美子さんの

最近は、外であまり見かけな

くなったような気がしますが…。

ほっとるーむの玄関に、夏の

花朝顔が咲いていますよ。

淡い色が涼しげです。



■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> 〒270-2221

松戸市紙敷６０２アルフレンテ３０１

<TEL＆FAX> 047－701-5508

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

<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。

８月 ９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。

◆８月３０日（火）１３：００～１４：００

＊テーマ＊ 二人目出産に向けての心配ごと
妊娠・出産の心とからだの準備から、

上のお子さんの赤ちゃん返りなど…

◆９月２０日（火）１３：００～１４：００

*テーマ＊ きょうだいの育ち方・育て方
気軽にご参加ください。申し込みは不要です。

テーマについてのお話をきいてから、その場で気になって

いることを質問したり、悩みを相談したり

しながら、それぞれママ同士で共有で

きるのがママサロンの特徴です。
※やむをえず、予定が変更になる場合が

あります。どうかご了承ください。

助産師の野邊ゆう子さんを囲んで

のサロンです。毎回テーマをかえて

お話しします。
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夏休み ほっとるーむ東松戸に

学生ボランティアがやってきます！

２～6ヶ月の赤ちゃんとママが対象です

７月２６日から、中・高生のボランティアの

受け入れが始まりました。子どもが好き、学

校や家では体験できないことを学びたい…という学

生たちが参加します。ひろばや一時預かりで、子ども

たちとふれあいながら、ボランティア

を体験しますので、どうぞあたたかく

見守ってください。

奇数月第 4 木曜日開催

９月２２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～）

骨盤

ストレッチ

※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■

『絵本の会たんぽぽ』のみなさんに

よる読み聞かせ

◆毎月第一金曜日 １０:３０～１０:５０

◆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？

どうぞ気軽にいらしてくださいね。


