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参加したみんなで「ほぉ〜、へぇ〜」と感動
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子どもたちは絵本が大好き！でも｢うちの

う方もいらっしゃるかもしれませんね。

まずは、ママが絵本の楽しさを体験してみませんか

ほっとるーむのおすすめ絵本を紹介してくださっている

川さんが今年もいらしてくださいます。
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絵本★ミニ講座

２月１０日（金）1３:00～1４:00（1

場所：Ｅ－こどもの森ほっとるーむ東松戸

講師：市川久美子さん（JPIC 読書アドバイザー

対象：０～３才のお子さんと保護者

定員：２０組 （要予約） 参加費：

内容：前半 読み聞かせ・手遊びなど

後半 絵本の楽しみ・読み聞かせの

絵本の選び方など
＊ ＊ ＊ ＊ ＊

お申し込み： 1 月２4 日(火)１０:００

お電話またはほっとるーむ

TEL 047-701

★市川久美子さんプロフィール★
財団法人出版文化産業振興財団 JPIC 読書アドバイザー・ジュン

ク堂書店池袋本店児童書担当。1981 年の地域文庫設立

ー。小学校・保育園・子育て支援の会・研修会などで

語り・ブックトークと講演を行う。イベントやワークショップ

の企画も行う。

日本赤十字の指導員の方に来ていただき、日常生活

起こりやすい事故と予防するために必要な知識

講義と実技で学びました。参加した方に感想をうかがいました
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◆日時：１２月９日（金）１３：００～１４：００

◆テーマ：『反抗期のこどもの接し方』

◆講師：長谷川勝子先生（元子すずめ保育園園長

◆対象：０～３才のお子さんを持つ保護者

◆参加費：無料 （要予約） ※お子さん連れでの

◆お申し込み：ほっとるーむ東松戸受付またはお

TEL ０４７－７０１

■ご利用案内■

<開館時間> 毎週火～日曜日 １０:００～１８

<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

<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

E-こどもの森ほっとるーむ

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

１２月

■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

休館日子育て相談ママサロン

休館日子育て相談 休館日 休館日

休館日子育て相談

休館日子育て相談

反抗期は自我の目覚め、みんなが通る道

いるけれどどう乗り切ったらいいのか、

期ですね。元子すずめ保育園園長の長谷川先生

の豊かな経験をもとにお話をしていただきます

えほんの

じかん

ことばの

発達相談

のおしらせ子育て★ミニ講座

『絵本の会たんぽぽ』のみなさんによる

◆毎月第１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。
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■ことばの発達相談■
12 月から毎月１回言語聴覚士

◆１２月１５日（木）１０

◆ １月１９日（木）１０

予約は要りません。気軽にご

保育園園長）

保護者

れでの参加です

またはお電話で

７０１－５５０８

１８:００

アルフレンテ３０１

→
hotroom@za.wakwak.com

カレンダー

※車でお越しの場合、アルフレンテの

駐車券をお持ちの方はお申し出ください

ほっとるーむ東松戸は

てひろばほわほわが

運営しています。

1 月

＊やむをえず予定が変更

HP やほっとるーむ

どうかご了承ください

さんが

ママのこと、

にのってくださいます。

赤ちゃん
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休館日 休館日

休館日 子育て相談

休館日子育て相談

休館日 子育て相談

ママサロン

休館日子育て相談

道…とわかって

、悩みも多い時

長谷川先生に、そ

をしていただきます。

休館日 休館日

のおしらせ

２～

〜母乳・ミルクどちらの

奇数月第 4 木曜日開催

１月２６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

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。

※JR 武蔵野線・北総線 「東松戸駅

※京成バス高塚線・新京成バス松

バス停｢東松戸駅｣下車 徒歩 1

■アクセス■

５０

など…
という

んでもらう

？

ほっとるーむ東松戸情報

助産師

のサロンです

ことばの

発達相談

気軽にご参加ください。申し込

のお話をきいてから、その場で

り、悩みを相談したり、いろいろママ

◆１２月７日（水）１３：００

＊テーマ＊ 女性の病気
◆1 月３１日（火）１３：００

*テーマ＊ 赤ちゃんの
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■が始まります！

回言語聴覚士による相談を行います。

１０:００〜１２:００

１０:００〜１２:００

にご相談ください。

アルフレンテの立体駐車場をご利用になれます。

ください。９0 分無料になります。

変更になる場合があります。

やほっとるーむ内でお知らせします。

ください。

ちゃん

教室

えほんの

じかん

～6 ヶ月の赤ちゃんとママが対象です

・ミルクどちらの悩みも解消〜

11:30

テーマが

は計測も

・バスタオル

ちください。

（受付 10:15～）

東松戸駅」から徒歩 1 分

松１４・八柱７・紙敷１系統

1 分

助産師の野邊ゆう子さんを囲んで

のサロンです。

ことばの

発達相談

込みは不要です。テーマについて

で気になっていることを質問した

いろいろママ同士で共有できます。
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病気について
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ちゃんの栄養


