
おやこDE広場野菊野こども館は、0～18歳までの児童が
利用できる野菊野こども館の中に併設されています。

おやこDE広場野菊野こども館は松戸市から委託を受け、NPO法人松戸子育てさぽーとハーモニーが運営しています。

松戸市地域こども子育て支援事業
おやこDE広場野菊野こども館

2022年7月発行

開催日時

休館日：月曜日・第1土曜日・年末年始

松戸市野菊野こども館　　　047－331－1144
住所：千葉県松戸市野菊野6　休館日：月曜日・第1土曜日・年末年始

おやこDE広場

インスタグラムで日々の
様子を紹介しています♪
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↑QRコードを読み込むと
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※駐車場はありません。公共交通機関(バス)をご利用ください。

野菊野こども館MAP

松戸駅東口バス停より
野菊野団地行き･三矢小台行き･新東京病院行き 各約9分

野菊野団地バス停 下車1分

バス案内

ご利用にあたってのおねがい

◆初めて来館される場合、利用者登録をお願いいたします。
◆来館時(トイレ利用時も含む)、入り口で必ず検温と手の
消毒、健康観察シートの記入をお願いしています。
◆発熱、咳、鼻水などの症状のある方はご利用をご遠慮く
ださい。
◆通園している保育園や幼稚園等が休園・学級閉鎖の場合
はご利用できません。
◆入室・退出時の手洗い、マスクの着用、水筒等の持参に
ご協力お願いします。
◆赤ちゃんをお連れの方で敷物が必要な方は、バスタオル
等をご持参ください。
◆館内での食事(おやつ、ジュースを含む)はできません。
◆未就学児は保護者同伴でのご利用となります。

　　　047－331－1144

047-331-1144

10:00～18:00（土 17:30）
水・金・土

13:00～18:00
13:00以降は小学生以上のお子さんも来館します

火・木・日

ピンクのバッジが目印です！ピンクのバッジが目印です！

おやこDE広場には、松戸市認定の
子育てコーディネーターがいます。
子育ての相談や市の子育て情報の紹
介・提供のお手伝いをします。お電
話でお話しすることもできます。
お気軽にどうぞ。

ホームページ



日
館
休

開館時間：10:00～18:00(土17:30)　13:00～18:00
曜日によって
開館時間が異なります。

水･金･土 火・木・日
おやこDE広場野菊野こども館カレンダー

8月

定番のイベント

月 火 水 木 金 土 日

おやこDEたいむ
（1､2歳児）
10:00～12:00

のぎっこたいむ
13:00～15:00
(小学生)

わくわく夏まつり
13:30～14:30

のぎっこたいむ
13:00～15:00
(小学生)

お外へ行こう！
10:00～12:00

絵本のじかん
10:45～

森のこども館は、乳幼児親子、小学生、中高生が自然の中で自由に遊べる場所です。

10:30～11:30(～午前中)
『幼稚園ってどんなとこ？
 先輩ママに聞いてみよう！』
対象：乳幼児親子、幼稚園先輩ママ
場所：こども館ホール＆オンライン参加OK
申し込みが必要です。詳細はスタッフまで

申し込みフォーム

10:30～11:20(受付10:20～)
場所：野菊野こども館ホール
対象：2~12ヶ月　5~10組程度
事前申し込み制(受付は8/1～)
【申込先】中央保健福祉センター
 　(047-366-7489)

中学生と赤ちゃんふれあい体験参加者募集！
10/4(火)、5(水)、11(火)
詳しくはスタッフまで

あかちゃん親子募集中

開催場所：２１世紀の森と広場内　森の工芸館にて

開催日時：毎月第１金・土・日　10:00～16:00

開館日・イベント等、詳しくはホームページをご覧ください　⇨

休館日

のぎっこひろば
13:00～15:00
(小学生)
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7月

あかちゃん♡たいむ
（0歳児）
10:00～12:00

日
館
休

月 火 水 木 金 土 日

おやこDEたいむ
（1､2歳児）
10:00～12:00

お外へ行こう！
10:00～12:00

絵本のじかん

幼稚園おしゃべり会

10:45～

のぎっこひろば
13:00～15:00
(小学生)
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あかちゃん♡たいむ
（0歳児）
10:00～12:00

日
館
休

9月 月 火 水 木 金 土 日

おやこDEたいむ
（1､2歳児）
10:00～12:00

お外へ行こう！

赤ちゃん教室
10:30～11:20

10:00～12:00

絵本のじかん
10:45～

休館日

のぎっこひろば
13:00～15:00
(小学生)
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あかちゃん♡たいむ
（0歳児）
10:00～12:00

わくわく◇たいむ
（２､３歳児）
13:30～14:30

パパもいっしょに
たのしもう
10:00～14:00

パパもいっしょに
たのしもう
10:00～14:00

パパもいっしょに
たのしもう
10:00～14:00

森のこども館（21世紀の森と広場）

森のこども館（21世紀の森と広場）

森のこども館（21世紀の森と広場）

休館日

9/30　赤ちゃん教室
 (保健師さんのお話)

7/1　幼稚園おしゃべり会

あかちゃん♡たいむ(0歳児のひろば)
　　第１水曜10:00～12:00
　　   (7/6)水あそびのおもちゃ作り、(8/3)ミニミニ多肉寄植、(9/7)あかちゃん防災

おやこDEたいむ(1,2歳児のひろば)
　　第３金曜10:00～12:00
　　   (7/15)水あそびのおもちゃ作り、(8/19)ミニミニ多肉寄植、(9/16)こども連れ防災

わくわく◇たいむ(2,3歳児のひろば)
　　第３木曜13:30～14:30
　　   ※7月、8月お休み、(9/15)スタンプあそび

絵本のじかん 0歳児～未就学児親子
　　第２金曜10:45～

お外へ行こう！(公園あそび) 0歳児～未就学児親子
　　第４金曜10:00～12:00(受付10:15～)

パパもいっしょにたのしもう 0歳児～未就学児親子
　　第４土曜10:00～14:00(13:00～小学生以上も参加)
　　　(7/23)プラレールの日、(8/27)カプラの日、(9/24)プラレールの日

8/25　わくわく夏まつり
13:30～14:30
対象：未就学児おやこ
小学生がゲーム等を考えて出店します♪

のぎっこたいむ
13:00～15:00
(小学生)




