ひとりひとりを大切に…

ほっとるーむ
新松戸
つうしん

地域のみんなで子育てを

あいの風
豊作と豊漁、幸せをもたらす海からの風をあいの風-饗の風といいます。
この心地よくさわやかなあいの風に吹かれて、多くの方がほっとるーむに来て、
心のビタミンをいっぱい補給していただけるとうれしいです。
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松戸市地域子ども・子育て支援事業
松戸市乳幼児一時預かり事業
松戸市子育てコーディネーター事業

⇑ホームページ

⇑インスタグラム

＜住所＞ 松戸市新松戸 3-1-4 新松戸未来館１階
＜tel＆fax＞ 047-375-8737
＜e-mail＞hotroom_shinmatsudo@m-harmony.org
＜ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ＞http://shinmatsudo.m-harmony.org

■アクセス：JR 新松戸駅から徒歩 3 分
＊駐車場はございません。

※ほっとるーむ新松戸は、ＮＰＯ法人松戸子育てさぽーとハーモニーが、松戸市から委託を受け、運営しています。

6 月 4 日～10 日は、歯と口の健康習慣です。そこで今回は、ほっとるーむ新松戸の相談員でも
ある歯科衛生士の鈴木さんによく聞かれる質問についてアドバイスしていただきました。

A. ほとんどのお子さんが歯みがきを嫌がります。
痛くないように歯ブラシを歯に当てて優しく小さく動かしましょう。機嫌がいい時に手早く行ない、終わったら、
ほめてあげましょう。お気に入りの歯ブラシ、歯みがき剤を使うのもよいでしょう。ご家族が歯を磨く姿を見せ
るのもいいと思います。週に何日かは押さえて、しっかり磨くことも必要です。押さえて磨いても歯みがきは嫌
いにならないです。習慣になるまで頑張りましょう！

A. お口の中に砂糖は長く残るものです。
例えば、チョコレート、あめ、キャラメル、グミ、カステラ、クッキーなどは奥歯の
溝などに入ってしまい、歯ブラシでなければ取れません。あめ、チョコレート類は、3
歳になるまではなるべく与えないほうがいいでしょう。

A. ①歯の質を強くする
②虫歯菌の働きを抑える
③虫歯になりかけた初期の歯を戻す(再石灰化)
毎日の歯みがきにフッ素配合の

歯みがき剤を継続的に使ったり、歯科医院で年に数回、濃度の濃いフッ素を

塗布してもらうと良いでしょう。

日時：6/28(火)13:40～14:30(13:30～受付開始)

定員：5～10 組程度（先着順）

会場：ほっとるーむ新松戸

申込み：小金保健福祉センター(047-346-5601)へ。

対象：6～9 ヶ月(初めて赤ちゃん教室に参加する親子)
内容：中央保健福祉センター歯科衛生士さんによる
虫歯予防などの話。交流タイム・個別相談あり

5/6(金)～開催前日までにお申込みください。
※赤ちゃん教室の時間、ひろばは閉館になります。

イベント詳細
☆0 歳児ひろば 特別企画☆

☆多胎児ママパパ交流会☆

日時：6/9(木)10:30～11:30

日時：6/13(月)10:30～12:00(10:15～受付)
場所：ほっとるーむ新松戸
定員：6 組 ※要予約 お電話またはひろばにて申込み。

場所：ほっとるーむ新松戸
内容：『赤ちゃんにとってハイハイはどうして必要なの？』
接骨院院長 山本先生を囲んで、ハイハイの重要性について
お話していただきます！ママの産後の身体の痛み(腰痛、腱
鞘炎など)についてなどの質問タイムあり。

☆とことこ＠新松戸ひろば☆

☆おとうさんひろば☆
日時：6/19(日)11:00～12:00
場所：ほっとるーむ新松戸
対象：パパとお子さん、ご家族。パパだけでも OK！
内容：☆子どもの頃にﾀｲﾑｽﾘｯﾌﾟ！自慢の紙飛行機作り！
☆ﾌﾗっとﾊﾟﾊﾟﾒﾝﾊﾞｰを囲んでのﾌﾘｰﾄｰｸﾀｲﾑ！
パパ同士子育てのこと、遊び場所、
趣味のことなど気軽におしゃべり
しませんか？

親子でほっこり、ゆったりと、多胎児な
らではの育児の大変さ、楽しさについて
おしゃべりしませんか？

フラっとパパ
ＨＰ→

【毎月第 3 日曜日開催】

この時間帯はひろば閉館。
参加者のみ入館。

日時：6/25(土)13:30～15:00(13:15～受付)
対象：お子さんの発達が気になる方どなたでも。
定員：6 組 ※要予約 お電話またはひろばにて申込み。
予約なしで当日の参加もＯＫ。
落ち着きがなくて心配、ことばが遅い．．．など日頃より育て
づらさやお子さんの発達に不安を感じている方がひろばで
お子さんを遊ばせながら子育てで気になること、心配なこと
などを話せる場所です。ぜひ気軽に遊びに来ませんか？
【偶数月第 4 土日のどちらかに開催】

幼稚園座談会のお知らせ
7/5(火)、7(木)、8(金) 午前中に近隣幼稚園の先輩ママを
囲んで、幼稚園についてお話を聞く機会を作りました。
どの日にどの幼稚園ママが来てくれるかは調整中です。
決まり次第、ホームページ・インスタグラムにてお知らせし
ます。

かたつむりのゆめ

かたつむりでんきち

あのね ぼく
ゆめのなかでは、ね
ひかりのように はやく
はしるんだよ

ほっとるーむ新松戸をご利用の方に感想を聞きました
初めてほっとるーむ新松戸に行ったのは娘が半年頃の事でした。
コロナ禍の出産で外に出る事も不安で家にこもってばかりでした
が、娘も寝返りやずり這いが始まったのでそろそろ児童館に連れて
行こうかと思っていた時、助産師さんから「はじめてひろば」の事
を教えてもらったのを思い出しました。すぐ予約をとり、ドキドキ
しながら参加！沢山のおもちゃに絵本、木の温もりにスタッフの
方々の優しさを感じられるひろばでした。娘と同じ月齢の方と一緒
で、久しぶりにたくさん人と話をしたのを覚えています。そこから
度々利用させて頂き、今では夕方ほっとるーむ新松戸で過ごす事が
私達親子のルーティンになっていました。スタッフの皆さんはいつ
も優しく、どんなに小さな心配事でも話を聞いてアドバイスしてく
ださり、娘を一緒に見守ってくれました。そして人見知りで、ママ
じゃなきゃダメ、知らない場所では泣く娘がだんだん私から離れて
遊び回るようになっていました。
コロナ禍での出産、育児は想像以上に孤独
でしたが、ほっとるーむ新松戸のおかけで
育児相談ができるママ友や不安な事もプラ
スにアドバイスしてくださるスタッフの
方々と出会い、私も娘も穏やかに楽しく過
ごせました。4 月から保育園に入園し、なか
なか利用できなくなってしまいましたが
「ほっと」したい時は、ほっとるーむ新松
戸に行って話を聞いてもらおうと思ってい
〈上遠野さんとお子さん〉
ます！

～のはらうたⅡ～ こぶなようこさん

絵本紹介
『くだものさん』
作：ツペラツペラ
(tupera tupera)
出版社：学研
「くだものさん くだものさん だぁれ」
楽しいしかけをめくっていくと、次々出てくる
色んなくだもの。
途中、動物さんも出てくるかも？！
次は何が出てくるかな？ワクワクドキドキ♪
親子で楽しみながら読んでみてください。
～お知らせ～
松戸市から配布されているブックスタートの絵
本 4 冊が新たにひろばに仲間入りしました！
赤ちゃんコーナーに並んでいますので、ほっと
るーむ新松戸に遊びに来た際は是非読んでみて
くださいね。
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ひろばの利用は予約不要です。お好きな時に遊びに来てください。
※【対象の方のみ利用】になる時間帯もありますので、ご注意ください。

－休館日－
・ふれあい遊び
・0歳児ひろば 特別企画
・みんなでおさんぽ
・相談 【ことば】
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プレママプレパパ＆0歳児ひろば

・相談 【助産師】
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木
・相談 【保育士】
金 ・相談 【女性の身体の悩み】
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～お知らせ～

・おとうさんひろば
－休館日－
・相談 【助産師】
・絵本の読み聞かせ
・みんなでおさんぽ
・相談 【食事】
・とことこ＠新松戸ひろば
・はじめてひろば
－休館日－
・赤ちゃん教室
・相談 【歯】

～オンラインでご参加の方へ～
Zoom を使用します。スマホでも OK！
右記の申込みフォームより、
前日までにお申込みください。
申込みフォーム↑

イベント開催当日の朝までに、ミーティング ID
等の詳細をメールにてご連絡します。
メールが届かない場合は、お電話
ください。

☆ふれあい遊び☆

☆0 歳児ひろば 特別企画☆

日時：6/8(水)10:30～(30 分程度)
※オンライン参加可
おはなしこどうぐ☆保坂さんが来
てくださいます。
【毎月第 2 水曜日に開催】

日時：6/9(木)10:30～11:30
対象：0 歳児親子。プレママプレパパ。
接骨院院長 山本先生が
来てくださいます。

☆みんなでおさんぽ☆
日時：6/10(金)10:30 集合 10:45 出発
6/23(木)10:30 集合 10:45 出発
行き先：6/10→さざんか公園
6/23→新坂川遊歩道
前日の天気次第で行き先変更あり。
※雨天中止。中止の場合は HP で
お知らせします。

詳細は、
中の紙面で!!

☆welcome プレママプレパパ
＆0 歳児ひろば☆
日時：6/12(日)13:00～15:00
対象：0 歳児親子。プレママプレパパ。
助産師さんに相談できます。
※オンライン参加可
【毎月第 2 日曜日に開催】

☆赤ちゃんタイム☆

☆おとうさんひろば☆

日時：6/16(木)13:00～15:00
対象：赤ちゃん
(おおむねねんね期)。
プレママプレパパ。
【毎月第 3 木曜日開催】

日時：6/19(日)11:00～12:00
対象：パパとお子さん、ご家族。
パパだけでも OK！ 詳細は、
【毎月第 3 日曜日開催】 中の紙面で!!

☆絵本の読み聞かせ☆
日時：6/22(水)10:30～(30 分程度)
定員：8 組 ※要予約。
お電話またはひろばにて申込み。
「はじめのい～っぽ」さんが来てくだ
さいます。 【毎月第 4 水曜日開催】
この時間帯はひろば閉館。参加者のみ入館。

☆はじめてひろば☆
日時：6/26(日)13:00～15:00
対象：初めてひろばを利用する方。
【隔月第 4 日曜日開催】

☆とことこ＠新松戸ひろば☆
日時：6/25(土)13:30～15:00
対象：お子さんの発達が気になる方ど
なたでも。
定員：6 組 ※要予約。
お電話またはひろばにて申込み。
予約なしで当日の参加もＯＫ。
【偶数月第 4 土日のどちらかに開催】
この時間帯はひろば閉館。
参加者のみ入館。

詳細は、
中の紙面で!!

～予約制の子育て相談日～
相談員さんによる子育て相談を予約制で行います。
各時間帯 3 組限定（1 組 30 分程度）
、別室にての相談です。
おっぱい、離乳食、お子さんの育ち、歯のこと、また産後の身体や心に
ついてなど、お気軽にご相談くださいね。
★ことば(言語聴覚士) ： 6/11(土)10:00～12:00
★助産師 ： 6/12(日)13:00～15:00、6/21(火)10:00～12:00
★保育士 ： 6/16(木)10:00～12:00
★女性の身体の悩み(理学療法士) ： 6/17(金)13:00～15:00
★食事（管理栄養士） ： 6/25(土)10:00～12:00
★歯（歯科衛生士） ： 6/29(水)10:00～12:00
※当日直接来ていただいて相談できますが、予約優先です。
※状況により、お電話やオンラインでの相談に変更になる
こともあります。
詳しくはお電話やひろばでお問い合わせください。

主に 0-3 歳児とその保護者がゆったり過ごせる
ひろばです。お気軽にお越しください。
妊婦の方のご利用もお待ちしています。
■住所：松戸市新松戸３－１－４ 新松戸未来館 1 階
■tel＆fax：０４７－３７５－８７３７
■開館時間：火～日曜日 10:00～18:00
■休館日：月曜日・年末年始（12/29～1/3）
■利用料：無料

子育てｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰに
よる予約制子育て相
談も行っています。

ほっとるーむ新松戸では乳幼児一時預かりも行っています。
■事前登録が必要です。
お子さんの保険証コピーをご用意の上、
ほっとるーむまでお越しください。
■対象：松戸市在住の生後６ヶ月～未就学児
■利用料：１時間 500 円（最長 4 時間まで）
■予約：ご利用日の１か月～３日前の 16 時まで。
■詳細はお問い合せください。０４７－３７５－８７３７

編集・発行：ほっとるーむ新松戸 石田・川﨑・太田・矢島・雪松・吉松 ご意見・ご感想お待ちしています。

