
ほっとるーむのおもちゃたち

日時： ８月３１日（金）１３：００～１４：３０（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
（篠原学園専門学校こども保育学科専任講師）

対象： １才以上のお子さんのママ・パパ

定員： １５組（要予約） ※お子さん連れでの参加です

お申し込みは…（８月１０日（金）10 時から受付）

お電話またはほっとるーむ東松戸受付にて
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松戸市地域子育て支援事業

201２年８月３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■

子育て★ミニ講座
～イヤイヤ期と仲良く付き合うコツ～

うちの子最近イヤイヤばかり…これってよく聞く反抗

期？イヤイヤ期は自我の目覚め、みんなが通る道…と

わかってはいるけれど、どう乗り切ったらいいのか悩

みも多い時期ですね。専門学校で保育士養成に携わり

JACC認定心理カウンセラーでもある永瀬先生にその

時期をうまく乗り切るポイントについてお話ししてい

ただきます。

おすすめ絵本

「でんしゃはうたう」というタイトルに何？と本を開

いてみると、「がたんごとん」だけではない、電車の

音の世界が始まります。「ぷしっ ごろろー」と扉が閉

まり、「どだっとおーん」と動き始め、軽快に走って

いるときは「たたっつつっつつ」。「ねんねんねん」と

踏切を越え…。電車の一番先頭に乗っているような気

分で電車のリズミカルでユーモラスな音を楽しめる

絵本です。まわりの景色を眺めるのも面白いですよ。

⑱

はじめての

● ④ ●今回は、昨年好評だった『うどん作り』

を中心に、作戦会議でパパからの提案の

あったおもちゃの工作も楽しみました。

うどんの生地をねかせている間に、かさ

袋でロケットを作ったり、子どもの頃を

思い出して、割りばしでっぽうにチャレ

ンジ。提案者のパパも試作を見せながら

がんばってみんなに教えてくれました。

パパががんばっている間に、ママ交流の

ひととき、わらびもち作りもできました。

簡単にできて、おいしいうどん作りは、

パパの定番になるかもしれませんね。

差し入れのスイカを食べて、最後はみん

なでしゃぼん玉遊び。盛りだくさんの

夏のパパ企画。あつ～い一日でしたが、

みんなの笑顔がはじけて楽しい時間に

なりました。

市川久美子さんの

「でんしゃはうたう」 三宮麻由子作 みねおみつ絵（福音館書店）

★７月１６日（月）１０：００~１３：１５ ※パパの作戦会議 ６月３０日（土）★

遊び心がムクムクとわ

いてきたパパたち！

秋のパパ企画は何にし

ようかと、考え中です。

報告

先日、家族３人で『夏のパパ企画』には

じめて参加させて頂きました。うどん作

りでは、息子と楽しく作ることができ、出

来立てのうどんはこしがあって，息子も

いっぱい食べていました．また、おもちゃ

作りでは、子供の頃を思い出しながら、

息子と楽しむことができました。今後も

このような家族で楽しめる企画があり

ましたら、ぜひ参加させて頂きたいと思

います。（R・Y パパ）

歯の健康★ミニ講座 報告

★6 月 29 日（木）１３：００～１４：００

歯科医であり子育て中のママでもある川上朝子さんを

お招きして、歯の健康に関するミニ講座を開催しまし

た。健診や病院でもなかなか聞けない「歯みがきはい

つからするの？」「夜の授乳は、虫歯になるの？」「指

しゃぶりは、歯並びが悪くなる？」「歯みがきをいや

がる時は…」「虫歯になりにくいおやつは？」等々の

質問に答えて下さいました。虫歯ができる仕組みのお

話から、ふだんの食事やおやつのとり方、はみがきの

ことまで、いろいろなことがつながって、歯のケアが

できるということ。肩に力が入っていたママたちも、

ちょっとほっとされた様子でした。

始まります！は・は・はサロン

今回の講座の関心の高さもあり、川上さんを囲んで歯に

ついての疑問や質問などを話し合うサロンを始めます。

名付けて『は･は･はサロン』。今後２ヶ月に１回偶数月に

開催します。今回はテーマを限定せず、歯についてお話

します。予約は不要です。
※今回の様子をみて、テーマや定員について考えていくつもり

ですので、ご了承ください。

◆8月23 日（木）13:00～14:00

木のおもちゃやグッドトイなどは、ていね

いに使っていても、壊れることもあります

そんな時は、おもちゃの病院の先生が、子

どもたちのためになおしてくださいます。

ひろばには、そんなおもちゃがいろいろあ

りますよ。

※右の木のくるまは受付に飾ってあるドクターの作品です。
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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 回言語聴覚士による相談を行います。

◆ 8 月 2 日（木）１０:００～１２:００

◆ ９月 20 日（木）１０:００～１２:００

予約は要りません。気軽にご相談ください。

生地

■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。

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。

助産師の野邊ゆう子さんを囲んで

のサロンです。
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7 月 31 日から、中・高生のボランティアを

受け入れています。子どもが大好き、学

校や家では体験できないことを学びた

い、将来子どもに関わる仕事につきたい…等の学生た

ちが参加します。ひろばや一時預かりで活動するかれ

らを、あたたかく見守っていただけたら…と思います。

子どもたちにとっても、学生ボランティアに

とっても、いつもとちょっと違う楽しいひと

ときが過ごせますように…。 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

９月２７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

◆８月２１日（火）１３：００～１４：００

*テーマ*卒乳

◆９月１８日（火）１３：００～１４：００

*テーマ*第2子の妊娠・出産

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、いろいろママ同士で共有できます。

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！

ビューティーサロン

●SOLA

子育て

ミニ講座

休館日子育て相談


