森のこども館

野菊野こども館 ℡047-331-1144
開催日の連絡先 ℡080-7323-9980

自然の中で遊びを発見し、遊びを作りながら体を動かして遊ぼう！
☆費用
☆対象
☆開催日時

無料
乳幼児親子、小学生以上
毎月第 1 金・土・日曜 10:00～16:00
※1 月は休館。
※12 月及び 2 月は第 1 土・日曜のみ。
☆会場
21 世紀の森と広場内 森の工芸館
※事前申し込みは不要です

7～9 月の日程
7月
31 日(金)
8月
1 日(土)、2 日(日)
9月
4 日(金)、5 日(土)、6 日(日)

市民交流会館
スマホ用ＱＲコード
℡047-349-6530
(すまいる)
市民自治課
誰でも気軽に利用できる施設で、無料の
℡047-366-7318
子どもフリースペースや軽運動スペースがあります。
☆費用
無料 一部予約が必要な有料施設あり（高校生以下は無料）
☆対象
軽運動スペース・子どもフリースペースは 18 歳以下、乳幼児プレイスペー
スは保護者同伴
☆開設日時 毎日 ※毎月第４月曜、年末年始は休館
子どもフリースペース、
※小学生の利用は、9:00～よい子の放送
9 時～21 時
まで。以降の利用は要保護者同伴
軽運動スペース等

市民交流会館

※有料施設の利用には、事前に利用者登録が必要です。詳細は HP をご覧ください。

松戸市内の子ども食堂

子どもの未来応援担当室 スマホ用ＱＲコード
℡047-366-5181(直通)

「子ども食堂」は、地域のボランティアが子どもたちに無料または安価で
食事などを提供する、地域交流の取り組みです。子どもから大人まで、
誰でも利用できます。
地区(近隣の小学校)
夏休み期間中の開催日程
さんま食堂
北部小
8/17（月）
まんぷく小屋
常盤平第一小
8/7（金）はイベント予定
陣が前わいわい食堂
柿ノ木台小
8/9（日）
みんなのダイナー
河原塚小
8/22（土）
de あい・こども食堂
旭町小
毎週金曜日
こがねはら子ども食堂
貝の花小
毎週土曜日
小金ほのぼの食堂
小金小
8/10（祝）
小金っ子食堂
小金小
8/22（土）
むつみこどみらカフェ
六実第二小
8/22（土）
※開催時間、料金や会場、他の子ども食堂の案内など、詳細は市ホームページを
ご覧ください。

R2.7 月現在

小学生のための

子どもの 居場所 ガイド
小学生の放課後の過ごし方は、家庭により
さまざまです。
小学生が安全に楽しく放課後を過ごせる
よう、このガイドでは「子どもの居場所」を
一覧で紹介しています。

児童館・こども館

ひとりでゆっくりと
自習や読書したり、
友だちと
おしゃべりしたり、
遊んだり

子どもわかもの課
℡047-366-7464(直通)

スマホ用ＱＲコード

読書や自習、卓球・ゲームなどで自由に過ごせるほか、スタッフとも
おしゃべりしたり、遊んだり、相談もできます。
定期的に、工作や調理などの体験イベントを開催しています。
☆費用
無料
０歳から１８歳未満の児童・生徒（未就学児は保護者同伴）
☆対象
☆開設日時
《全館、年末年始はお休み》
☆移動児童館の開催日時と場所☆
常盤平児童福祉館 火曜から日曜 9:30～17:00
(ほっとるーむ併設)

野菊野こども館
(おやこＤＥ広場併設)

根木内こども館
(おやこＤＥ広場併設)

六実こども館

(５～８月は 17:30 まで)

火曜
水曜
木曜
金曜

東部ｽﾎﾟｰﾂﾊﾟｰｸ体育館
15:00～16:45
運動公園(武道館会議室) 15:00～17:00
八ヶ崎市民センター
15:00～17:00
稔台市民センター(別館第 2 ホール)
10:15～12:30、15:00～17:00
土曜 明市民センター(ホール)
(第 1、第 3 土曜日のみ)14:00～17:00
※夏休み期間中はお休みです

火曜から金曜、日曜
13:00～よい子の放送
土曜
13:00～17:00
※第 1 土曜は休館
火曜から金曜
15:30～よい子の放送
土、日曜・祝日・長期休み
14:00～ よい子の放送
月、水曜 14:30～よい子の放送 ※第 1 月曜は休館
土、日曜・祝日・長期休み 10:30～よい子の放送

名称

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、利用の休止や利用制限が行われる場合があります。
詳しくは各担当課へお問い合わせまたは、ホームページにてご確認ください。
発行：松戸市 子ども部 子どもわかもの課
松戸市竹ヶ花 74-3 中央保健福祉センター３階 電話 047-366-7464 E-Mail mckowaka@city.matsudo.chiba.jp

悩みごとがあったら･･･
児童が抱える様々な問題に関する相談（友達や家族の事など）
窓口
子ども家庭相談課
受付時間

平日

9:00～17:00

電話

047-366-3941

少年相談（交友関係、学校生活、非行など）
窓口
受付時間

常盤平児童福祉館（家庭教育相談員直通）
火曜から土曜 9:30～17:00

電話

047-384-7867

電話

047-703-0602

小中学生のいじめに関する相談
窓口
受付時間

いじめ相談専用ダイヤル
平日

8:30～19:00

子どもの就学、学校生活での悩み相談【面談による相談】
窓口
教育委員会 教育研究所（相談申し込み専用電話）
受付時間

平日

8:30～17:00

電話

047-366-7600

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、利用の休止や利用制限が行われる場合があります。
詳しくは各担当課へお問い合わせまたは、ホームページにてご確認ください。

放課後の居場所は

い

ろ

い

ろ

あります

それぞれの特徴をご紹介します！

保護者が迎えに来るまで
お預かりします！

学校内で遊びや読書、学習などが
できる、安全な居場所です！

障害のある子どもの自立と
成長のサポートをする場所です

夏休み期間は遊びの
企画がいっぱい！

放課後
児童クラブ

放課後
ＫＩＤＳルーム

放課後等デイサービス

青少年会館

就労等の理由で、保護者が昼間家庭にいない
小学生の児童を放課後にお預かりし、遊びや
生活の場を提供します。
全ての小学校（学区）に設置しています。

小学校の図書室等を活用して、市内２７校
で実施。教職免許等を持つスタッフが、読書
や学習など様々な体験活動を提供します。
☆費用
年額６，０００円
☆対象
実施校に通う、小学１～６年生
(通学している学校以外では
ご利用いただけません)
月曜、火曜、木曜、金曜
☆開設
【和名ケ谷小、河原塚小、根木内小、
日時
横須賀小、梨香台小、大橋小】
放課後～よい子の放送
(長期休
暇中は実 【六実第二小】
施時間が
2～10 月 放課後～16:45
異なりま
11～1 月 放課後～16:30
すので、 月曜、火曜、水曜、金曜
各 KIDS
【相模台小】放課後～よい子の放送
ルームま
火曜、水曜、木曜、金曜
でお問合
せくださ 【上本郷第二小】
放課後～よい子の放送
い)
月曜から金曜
【東部小、牧野原小、松飛台第二小、
東松戸小、高木第二小、矢切小、寒
風台小、古ケ崎小、常盤平第三小、
小金北小、上本郷小、稔台小、柿ノ
木台小、旭町小】
放課後～よい子の放送
【殿平賀小、金ケ作小、幸谷小】
放課後～16:30
【栗ケ沢小】
放課後～16:45
☆利用
随時受け付けていますので、直接
方法
KIDS ルームへお問合せの上、申
込してください。
※児童の安全確保や学校の管理運営等の理
由により、休室や場所及び時間が変更となる
場合があります。

就学中の障害のある児童・生徒が、放課後
や長期休暇中などに通う施設です。学校外で
集団生活を行う機会や、生活能力向上のため
の訓練を継続的に提供することで、障害のあ
る子どもたちの自立を促進するとともに、放
課後等の居場所づくりを行います。

自由に過ごせるロビーや中庭で、友だち
とゲームをしたり、一人で読書したり。勉強
や宿題も OK！樋野口分館のプレイルーム
には卓球もあります。

☆費用
☆対象

☆開設日時

月額９，０００円
市内に居住し、保護者が就労
等の理由で昼間家庭にいな
い、小学１～６年生
平日 放課後～19:00
土曜 8:00～18:00
長期休暇・振替休日
8:00～19:00
(日曜、祝日、年末年始は休業)

☆申込方法
☆実施内容

各校設置の放課後児童クラ
ブで申込してください
校庭や広場、室内で遊んだ
り、宿題をしたりしながら、
保護者が迎えに来るまでの
時間を過ごします。
スマホ用ＱＲコード

子育て支援課
℡047-366-7347(直通)

子ども会では、休日や長期の休みに
小学生が遊びや体験、交流、スポーツなどの活動
をしています。
各地区の子ども会には、気軽に参加いただけます。
詳しくは
ホームページで

（事務局）
子どもわかもの課
℡047-366-7464(直通)

スマホ用ＱＲコード

子育て支援課
℡047-366-7347(直通)

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、利用の休止や利用制限が行われる場合があります。

☆対象児童

主に 6 歳～18 歳の就学し
ている身体、知的、精神（発
達障害児を含む）に障害の
ある児童
※障害者手帳の有無は問わ
ず、児童相談所、医師等によ
り療育の必要性が認められた
児童も対象。
（引き続き、サービスを受け
なければその福祉を損なう恐
れがある場合は、学校に就学
中等の要件があれば、満 20
歳まで利用可能）

☆提供
サービス

事業所によって多様なメニ
ューを設け、本人の希望を
踏まえたサービスを提供し
ています。
①自立した日常生活を営むた
めに必要な訓練
②創作的活動、作業活動
③地域交流の機会の提供
④余暇の提供

☆利用者負担

１割負担
（世帯の所得に応じて、負担
上限月額の設定あり）

☆事前に利用手続きが必要です

☆費用
無料
☆対象
小中学生
☆開設日時 毎日
※毎月第４月曜、年末年始は休館
【青少年会館】
小学生 9:00～よい子の放送
中学生 9:00～19:00
【樋野口分館】※定員 25 名
小学生
平日 15:00～よい子の放送
土曜、日曜
14:00～よい子の放送
夏休み期間（予定）
10:30～よい子の放送

※青少年会館のロビーと中庭、樋野口分館の
プレイルームの利用は、申込不要です。
※青少年会館の 3 階には学習室があり、静
かな環境で学習ができます。
・定員３０名 ・事前予約は不要です。
※毎週金曜は体育室で遊べます！
（上ばきを持ってきてね）
小学生 15:00～17:00
中学生 19:00～20:30
☆夏休みは遊びの基地青少年会館で遊ぼう
8 月 23 日(日)は、オンラインイベントが
あるよ！
※詳しくは、ホームページをご覧ください
スマホ用ＱＲコード

スマホ用ＱＲコード

障害福祉課
℡047-366-7348(直通)

教育委員会 青少年会館
℡047-344-8556(直通)
樋野口分館
℡047-369-0440(直通)

詳しくは各担当課へお問い合わせまたは、ホームページにてご確認ください。

