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「子ども・子育てイベント」 に
出かけませんか？
「地域みんなで子育て」

ィア
ボランテ中︕
募集

第10回 松戸子育てフェスティバル

子育てサポーター募集講座
【日時】 2/19 （金） 10:00 ～ 12:00
【会場】 新松戸未来館 1 階多目的ホール （ほっとるーむ新松戸隣）
【講師】 永瀬春美氏 （臨床心理カウンセラー／子育て相談員）

第13 回 NPO ・ 市民見本市
まつどみらい会議 【日時】 3/5 （土）10：00～16：30
【会場】 まつど市民活動センター
【内容】 協働のパートナーを見つけたり新しいアイデアを話し合う場です。
ポスターでの活動紹介も。
● みらいフェスタ 【日時】3/26 （土）10：00～16：00
【会場】 松戸西口公園、 西口駅前デッキ、
伊勢丹前広場
【内容】 松戸市内のＮＰＯ・ 市民活動団体が
勢ぞろい。 子ども・大人向けのワーク
ショップやイベントがいろいろ。

【日時】 2/28 （土） 10:00 ～ 15:00
【会場】 ふれあい２２
【内容】 市内の子育てに 役立つ情報が
盛りだくさん、親子で楽しむ遊び
やイベント 10 周年記念講演＆
ワークショップ各種 子育て相談
もできます。

●

だいすき松戸！子どもフェスティバル
【日時】
【会場】
【定員】
【内容】

3/20 （日）10：00 ～15：30
21 世紀の森と広場 つどいの広場
1,000 名 ( 小学生や幼児親子)
2000 枚のダンボールで大きなお城を作ったり、 外あそび等を
大勢で楽しむイベントです。

森のこども館 イベント
● 冒険こどもの遊び場
3/5、6 （土日） 10 ： 00 ～ 16 ： 00
● 和太鼓の公演
3/27 （日） 10 ： 00 ～ 15 ： 30
【会場】 21世紀の森と広場内 「パークセンター」
春休み臨時開催
3/25 （金） ・ 26 （土） ・ 27 （日）

まちっこプロジェクト報告会
【日時】 3/27( 日 ) 13:30 ～ 15:30
【会場】 松戸市市民会館１F
【内容】 医療 ・ 看護 ・ 介護 ・ 子育ての団体がブースを出展
※松戸市医師会、松戸市教育委員会と協力して行っている健康教育活動。

◆ “顔の見えるネットワーク” で子育てにやさしいまちづくり◆
平成 16 年ハーモニーの設立当初は、市内に NPO 団体は少なく、活動を理解していただくのが難しかったので、事業に
地道に取り組むと共に、
子ども・子育て支援、まちづくり、男女共同参画推進等の交流・イベント活動に積極的に参画しま
した。松戸子育てフェスティバルや NPO 市民活動見本市は初回からの参加。子育てフェスティバル第１回は参加者も少
なくアットホームな雰囲気で、児童福祉課課長のそば打ち実演・試食コーナー等もあったこと。
また、NPO 市民活動見本市では前日が大雪の時があり、当日は閑散と…。予想外のこともいろいろ
ありましたが、それがあってお互いが理解できたり絆も深まったように思います。
回を重ね、それぞれ拡大充実していますが、ここで培った「顔の見えるネットワーク」はハーモニー
の大きな財産です。また、各事業でも地域の町会・自治会、ボランティア団体や学校、
行政、関係機関
等々多くの皆様方とのつながりが出来ています。ネットワークのお蔭で、協力連携が出来るように
なり、ハーモニーが目指す子育てにやさしいまちづくりが少しずつ前進しています。
今後も皆様とのご縁を大切に、さらに新たな方々との出会いとつながりを求めて活動して参ります。

理事

荒 久美子

キャリアアップの第 1歩
12 月 1 日、15 日にコープ集会室にて「コミュニケーションスキルアップ
講座」（全 2 回）を開催、ハーモニーの会員 35 名が参加しました。
今回は一般財団法人女性労働協会の女性就業促進・健康保持増進支援バック
アップ事業の対象団体に選定され、講師の桂 佳代子さんからは単なる講座に
とどまらず、スタッフのキャリア形成や NPO マネージメントについてもアド
バイスいただきました。

12 月 5 日に 21 世紀の森と広場でハーモニースタッフの交流会が
行われました。お天気にも恵まれ、暖冬ということもあって紅葉も見
られ、「観光地に来たみたい！」という声も聞かれました。
また、森のこども館の見学でクリスマスリースづくりの体験をしたり、
ハーモニーの他のひろばの事業を知ることができました。
今回初の試みとなったメインイベントのバーベキューでは、慣れてい
ないこともあり、煙が目に入り涙を流しながらワイワイガヤガヤ。
会員みんなでおしゃべりを楽しみながらお腹いっぱいごちそうを頂き
ました。子どもたちも参加しておりマシュマロ焼きに夢中。
焼きすぎて焦がしたりしてはじめは中々上手にできませんでしたが、
何度もチャレンジをしてマシュマロ焼き名人になっていました。
今回は参加人数が少なかったのですが、それでもバーベキュー会場で
いちばん賑やかでした。いつもと違った雰囲気の中、会員同士の笑顔
もあたたかいひと時を過ごすことができました。
ほっとるーむ新松戸 大和田 容子

◆冬のト ピックス◆
【１２月】

【１月】

●

まつどやさしい暮らしラボ活動

●

チバテレビの正月特別番組 （1/1 放送）

●

柏市の広報番組 「これってナンダイ！？」
市立柏研Ｑ所 （通称 ： カシケン）」 出演

●

「東葛五市 新春特番～我が街一番～」 出演

●

渡辺大地氏を迎え夫婦で考える子育て講座開催
（ほっとるーむ新松戸）

●

bayfm 松戸市番組 「MATSUDO HAPPY☆topics」 出演

●

男女共同参画推進グループ新年交流会参加

●

女性が創造的に働くためのフューチャーセッションゲスト

●

中学生と赤ちゃんのふれあい体験
（おやこＤＥ広場小金原）

●

聖徳大学短期大学部フィールドワーク発表

◆ハーモニーホームページ 《 http://m-harmony.org/ 》

facebook でも活動の詳しい様子がご覧になれます。

◆会員入会のご案内◆
ハーモニーの活動に参加してくださる方、 活動を支えてくださる方、
活動の手伝いをしてくださる方を個人・団体で募集しています。
◆正会員 ： 入会金 1,000 円 ・月会費 1,000 円 ◆賛助会員 ： 1 口 1,000 円～
〒270-0034 松戸市新松戸 4-262 ジュネパレス新松戸第 8-205
TEL & FAX: 047 (394) 4217 E-mail: harmonyjp2006@yahoo.co.jp

郵便振込口座番号 ： 00140-5-547598
加入者名 ： 特定非営利活動法人 松戸子育てさぽーとハーモニー

