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3月・４月の子育て講座

親子で発見！子どもの力！
3月8日(水)10:00～11:00
遊育(あそいく)を通してお子さんの新しい発見と
親子でからだを動かしリフレッシュ
しませんか？

2月22日(水)9:30より申し込み
8組の親子 2歳児のお友達

せらお し

特 集

新京成を作ろう！
4月23日(日)9:30～11:30
ひろばからもよく見えるみんなが大好きな
新京成線を親子で工作してみませんか？
そのあと作った車両で遊ぼう！

予約制 10組の親子
4月９日(月)9:30より申し込み

報 告

1月15日に開催
〈オンラインで同時開催
知ってる？大事なお股の話〉
普段なかなか聞けない
からだのはなし。助産師加藤さんの巧みなトークに
皆さん引き込まれ性についてじっくり考える時間に
なりました。参加してくださった方からは…
「幼少期から身体や性に対しての勉強が大事なんだ
とよく分かりました」と感想をいただきました

2月27日に開催
〈きょうだいとイヤイヤ期〉
なんでも相談の永瀬先生に
よるお話は毎回興味深い
内容であっという間の
一時間でした。

春は新しい階段を登る頼もしさ、新しい出会いが待っている嬉しさ、さまざまな感情が沸き上がってきます。
3月は旧暦で弥生(やよい)とも言います。 弥(いや)は「いよいよ、ますます」生(おい)は「生い茂る」を意味し
もともとは草木が芽吹くことを弥生(いやおい)と言っていたものが転じたそうです。
ひろばで子ども達が元気に遊んでいる様子を見ると,この言葉がぴったり‼と感じます。

さくら通り

21世紀の森と広場

新京成八柱駅

八柱霊園

ほっとるーむ八柱

八柱てくてく

松戸
ストロベリーマーケット
(週末いちご狩り)
せんぱく工舎
など

肉と飯あじて
カトウパン

お菓子工房haruko

カフェMOGMOF

スモークブックス

実は桜がとても綺麗でゆっくり散策
できます。犬も自転車もＯＫです！

八柱からみのり台にかけては
ラーメン屋さんとパン屋さんが多いので
食べ歩きも楽しいですね

新京成みのり台駅

八柱から常盤平にかけての桜並木で
日本の道１００選に選ばれています。
これからの時期は最高です！
今年のさくらまつりは3/ 25・26開催

上原こどもクリニック

市川こどもクリニックエマオ耳鼻科医院

グランクール

食パン専門店ハピナツ

本屋さん

小児科、皮膚科、耳鼻科など病院も
充実しています。松戸新田には市立病院、
常盤平には千葉西総合病院もあります。

これから春の陽気に誘われてお外に出る機会も
ふえてくるでしょう。
まだまだ知らない八柱を見つけにいくのも
楽しいかもしれません！
みんなのおすすめをご紹介します！

うるおい
皮膚科クリニック

幼稚園・保育園・ステーションなど八柱周辺
は沢山あるので選択肢がふえそうですね

サンドウィッチの
お店

「資料をいただけるので
振り返りができたり夫にシェアできる。
自分だったらどう感じるか？という視点で子どもの
気持ちを考えたことがなかった。
具体例も交えてお話で実際に取り入られそう」
など感想をいただきました。

ケーイチェンマイ
タイ料理の
お店

駅はJR武蔵野線新八柱駅・
新京成線八柱駅と二路線使えて便利！
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ほっとるーむ八柱

所在地 松戸市日暮1－1－1八柱第２ビル４階A号室
電話＆FAX 047－392－7081
E-ma i l i nfo@y-hot room.com
URL       ht tp ://y -hot room.com/index .htm l
開館日時 火曜日以外の毎日 午前９時３０分～午後５時３０分
休館日 火曜日、年末年始
アクセス 新京成線八柱駅ビル 改札階からひとつ上がった４階

☆駐車場、駐輪場はございません

ほっとるーむ八柱は、松戸市から委託を受け
NPO法人子育てひろばほわほわが運営しています

３月

ひろばカレンダー

ホームページ インスタグラム

なんでも相談
毎月第２土曜日・第4木曜日 10:00～12:00

子育てアドバイザー公認心理師の永瀬先生と、子育て・家族・人付き合い、
自分の事など不安や気になることをなんでも話せる時間です。

☆やむおえず予定が変更にな場合があります。

その際にはブログやほっとるーむでお知らせいたします
どうかご了承ください。

子育て相談
飯島さん

からだの悩み
相談

なんでも相談
永瀬先生

栄養士さんの
相談日

０歳児の
時間

ことばの
発達相談

０歳児の
時間

４月

０歳児の
時間

０歳児の
時間

０歳児の
時間

なんでも相談
永瀬先生なんでも相談

永瀬先生
子育て相談
飯島さん

子育て相談
日野さん

じょさんしさん
といっしょ

ことばの
発達相談

ことばの発達相談
隔月(奇数月) 10:00～12:00 今回は3月17日(土)です。

言語聴覚士の佐藤さんと、話しことば・コミュニケーション・
聞こえなど普段気にかかることをお話できます。

０歳児の
時間

子育て相談
毎月第1・第3月曜日 10:00～12:00

担当助産師さんに子育ての相談だけでなく、お母さんのからだや
心や気持ちの相談もできます。
ご出産前の妊婦さんもおまちしています！

０歳児の時間
毎週金曜日 13:00～15:00

0歳のお子様と保護者の時間です。プレママさんもお待ちしています

じょさんしさんといっしょ(０歳児の時間内)
0歳の時間内 金曜日13:30～14:30

0歳児の時間に
助産師のやまがたてるえさんと
子育てについてゆっくりお話してみませんか？

０歳児の
時間

子育て相談
日野さん

子育て講座

たんぽぽさんの時間
毎月第3水曜日 10:20～10:50

絵本の会たんぽぽさんによる読み聞かせや手遊びの時間です。

からだの悩み相談
隔月(奇数月)第4土曜日 15:00～17:00

理学療法士の塩野さんがママのからだのお悩みについて
相談に乗ってくださいます。痛み・ゆがみ・尿漏れなど症状の
原因やセルフケア方法など気になることをお話できます。
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時間

子育て講座

栄養士さんの
相談日

栄養士さんの相談
毎月第２月曜日 10:00～12:00

栄養士の櫻井さんがお子さんの離乳食・食べムラ・好き嫌いなど
食育全般の困りごとや気になることをお話できます。

春のうた 靴が鳴る

じょさんしさん
といっしょ

月 火 水 木 金 土 日

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

月 火 水 木 金 土 日

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30
なんでも相談
永瀬先生 ０歳児の
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おててつないで
野道を行けば
みんな可愛い小鳥になって
歌を歌えば靴がなる
晴れたみ空に靴がなる

花をつんでは
おつむにさせば
みんな可愛いウサギになって
跳ねて踊れば靴がなる
晴れたみ空に靴がなる

＼お知らせ／
ことばの発達相談が４月より偶数月に変更になります。
次回相談日は４月22日(土)10:00～12:00です。
ご注意ください
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