＜ひろばご利用案内＞

2022 年１２月

ひろば利用は予約制です
・ああアプリから予約・キャンセルができます。

・初めてご利用の方はひろばへお電話ください。

℡ 080-7888-2525
・兄弟姉妹がいる場合も 1 人あたり１つの予約をお取りください。

・予約は１回ずつ。

おねがい

【利用時間】月～土

・ひろばへ入る前にアルコール消毒、または手洗いを
お願いします。
・大人の方はマスク着用をお願いします。
・スタッフが体調確認と検温を行います。

まとめ取りはご遠慮ください。

①9:30～11:00 ②13:00～14:30 ③15:00～16:30

※ご利用は予約時間内となります。消毒・清掃を行いますので、上記時間外は
ひろばにははいれません。

【 休館日 】日曜・祝日・年末年始
※現在、感染症流行対策の為日曜、祝日のひろば開放はおこなっていません。

【対象】未就学児と保護者、プレママ、プレパパ
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※イベントに参加の方は５分前にはお越しください。なお、予約当日の朝９時まで
できます。それ以降のキャンセルは必ずお電話ください。

今月のイベント
すぽっとたいむ

（１２/２８～１/４）

★

生後４か月までの
ハグハグたいむ

アプリからキャンセルが

アプリから予約制（1１/25 10：00～）☆下のイベントから１つだけ予約できます
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たいむ

10:00～11:00(８組)

14:00～15:00（７組）

14:00～15:00(７組)

10:00～11:00(７組)

10:00～11:00(８組)

生後４か月までの親子の時
間♪プレママパパ大歓迎！

ハイハイする前の親子の
時間♪

ハイハイやつかまり立ち
期のおともだち集まれ♪

ヨチヨチ歩きのおともだち
集まれ♪

２歳児の親子の時間♪

ふぁんたいむ

★

１２月生まれの
お誕生日会

対象:2019.4．2～2020.4．1 生まれ

アプリから予約制（1１/25 10：00～）☆下のイベントから１つだけ予約できます

Mama ネイル
☆初めての方限定☆

①10:00 ～ 10:30( ８組 )
② 11: 0 0 ～ 11: 3 0 ( ８組 )

２０２２.４．２以降が生年月日のお子様のママ

同じ月のおともだちとみんなでお
祝いしましょう！ ※「おたんじょう
びカード」はひろばに遊びに来
た時にお作りします。

２０２１．４．２～２０２２．４．１が生年月日のお子様のママ

①10:00～10:30（２組）②10:30～11:00（２組）
③11:00～11:30（２組）④11:30～12:00（２組）
１５分程度のネイルケアが受けられます。＊兄弟で参加
の場合は下のお子様で予約をお取りください。

【予約不要】おもちゃ病院
１２/１０（土）１３：００～１５：３０
壊れてしまった大切なおもちゃを修理します！
※入院になった場合はおもちゃ病院指定の場所に取りに行っ
て頂く場合があります。

Mama アロマ
ハンドマッサージ

ちいさな歯
のじかん

☆初めての方限定☆
①10:00～10:30（２組）
②10:30～11:00（２組）

①13：00～13：40（５組）
②13：40～14：20（５組）
③14:20～15:00（５組）

＊兄弟で参加の場合は下のお
子様で予約をお取りください。

歯科衛生士さんに個別相談が
できます。協力：根本歯科医院

Instagram
やってます❤
イベント・ひろばの様子
を見る事ができます！

お誕生月のお友達には

ひろばで
おたんじょうびカードを
作ってプレゼントします。
スタッフにお声がけください！

相談 DAY☆

ぽぽら

相談室

「気がかりなことがあるとき」「モヤモヤして気分
が晴れないとき」ちいさな事から解消しませんか？

【
【
【
【

日時
対象
定員
演奏

】
】
】
】

１２月２１日（水）１０：００～１０：３０
０歳～小学校入学前までの親子
１５組
クロリス・ミュージック

バイオリンとフルートの生演奏による、親子で楽しめる
ミニコンサートです。０歳から大人まで、素敵な音色で
ひと足早いクリスマスはいかがですか。

１２/５(月)９：００～ HP で予約開始

【 日時 】１２月１０日(土) １０：００～１１：００
【 対象 】多胎児親子 【定員】６組
ふたごちゃんみつごちゃん集まれ♪
アルバム１枚プレゼント 身体測定もします。

１１/２５(金)１０：００～アプリで予約開始

ママのリラックス DAY☆
「一時預りを利用して
ちょっと、ひと休みしませんか？」
【 日時 】１２月２日(金)１３：００～１５：００（２時間）
【 対象 】生後６ヶ月～３歳 【定員】４人 【料金】１０００円
【保育者】かしわ一時保育てくてく（市民団体）

１１/１８(金)９：３０～ ひろばにて予約受付中
≪会場≫セナリオハウス
パーク柏たなか環境
コンビニステーション
新生児～未就学児が無料で利用できる遊び場です♪
子育て支援アドバイザーによる子育て相談も受け付けます。
１２月１３日（火）・１２月２７日（火）
①１０：００～１１：００ ②１１：２０～１２：２０ ③１３：３０～１４：３０

柏たなか

※各回の開始１５分前から整理券を配布します
予約不要 ※満席の際は入室できない場合もあります
※各時間帯の入れ替え制です

はぐはぐひろば若柴
〒277-0872
柏市十余二 313-92 柏市青少年センター内

TEL

080-7888-2525

http://www.toyoshiki-kids.jp/wakashiba/

この事業は柏市から受託して運営しています。

学校法人柏芳学園

１１/２５（金）から電話予約 TEL０４－７１３５ー８９８９
はぐはぐひろば若柴には

子育て支援アドバイザーがいます。

さくらんぼのじかん

柏市地域子育て支援拠点

ひろばスタッフ（子育て支援アドバイザー）が
別室でゆっくりお話を聞きます。
【 日時 】 １２月１７日(土)
①１０：００～１１：００ ②１３：３０～１４：３０ ③１５：００～１６：００
【 定員 】 各時間帯 １組
（ご希望の方はお子様をひろばでお預かりします）

子育ての悩みごと・困りごとを
お聞きしてご希望に合った柏市
の支援サービスや窓口を利用で
きるようサポートしています

柏の葉 T-SITE

ぽぽら

相談室

≪会場≫柏の葉TーSITE
TーKIDSシェアスクール

新生児～未就学児が無料で利用できる遊び場です♪
子育て支援アドバイザーによる子育て相談も受け付けます。

１２月１４日（水）・１２月２１日（水）
フリースペース：①１０：００～１０：５０ ②１１：００～１１：５０
※個別相談の予約が入った場合、フリースペースは
「中止」となりますのでご了承ください。
※各時間の入れ替え制（満席で入れない場合もあります）
※各回の開始１５分前から整理券を配布します
相談：前日までに電話で受付（月～土、９：００～１６：３０）
相談室ぽぽら TEL０４－７１３５ー８９８９

はぐポケ

≪会場≫はぐはぐ
ポケット中央

新生児～未就学児が無料で利用できる遊び場です♪
子育て支援アドバイザーによる子育て相談も受け付けます。
・１２月 ２日（金）０～１歳未満児 ハグハグたいむ１０：００～１１：００
・１２月１６日（金）１歳～未就学児 ハイハイたいむ１０：００～１１：００
・相談：①１１：００～１１：３０②１１：３０～１２：００
※ハグハグ・ハイハイたいむ／相談 どちらの利用でも
予約をお取りください。 はぐポケ TEL 04-7148-3655
【予約】前日までに電話で受付（月～金 ９：００～１６：３０）

◆アクセス◆
ヨシケイ
《お車の方》 国道 16 号線の「十余二交差
P
点」を柏方面に向かって右折（柏の葉・野田
方面に向かって左折）し，
青少年センター
1 つ目の信号を右折。右カーブの先に青い
歩 セブン
看板があるので、そこを右に入ります。
行
者 イレブン
《電車・バスをご利用の方》 TX 柏の葉キ
専
ャンパス駅東口・東武バス柏 09「柏西口行
用
き」、または、JR 柏駅西口高島屋前・東武バ
ス 05「若柴循環」または「柏の葉キャンパス
トヨタカローラ
駅行き」にご乗車いただき、「庚塚（かのえ
かのえづか
づか）」バス停で下車、徒歩 3 分です。
庚 塚 バス停

至野田
国道
16 号
キャタピラー

ジョリーパスタ

モラージュ柏

至柏

