
子どもと家族のサポートＭＡＰ
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八街市公共の子ども支援施設
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やちっ子ほっとステーション

子どもの居場所ネットワーク協議会

対象年齢
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支援内容

№ 種類 団体名称 開所時間 対象年齢 支援内容

八街に112 平日： 7時～19時

043-443-1727 土曜： 7時～18時

八街ほ215 平日： 7時～19時

043-443-1020 土曜： 7時～18時

八街は21 平日： 7時～19時

043-444-0099 土曜： 7時～18時

八街ろ111 平日： 7時～19時

043-444-0519 土曜： 7時～18時

山田台671-1 平日： 7時～19時

043-445-4003 土曜： 7時～18時

四木1938 平日： 7時～19時

043-445-5021 土曜： 7時～18時

東吉田8-5 平日： 7時～20時

043-440-2008 土曜： 7時～18時

八街に66-4 平日： 7時～20時

043-442-4545 土曜： 7時～18時

平日： 9時～14時

平日： 9時～14時

八街は21-4 平日： 9時～14時

八街ほ1041-31 平日： 9時～14時

延長： 8時半～18時

榎戸354-2 平日： 9時～14時半

延長： ～16時半

八街い163-40 平日： 9時～14時

延長： 8時～17時40分

八街ほ559-2 平日： 7時～20時

土曜： 7時～18時

八街ほ796-1 9時～21時 ・ 各種教室等を実施し ています

八街ほ35-29 平日： 9時～16時 ・ 子育て支援サポータ ーによる相談

※12時～13時閉鎖 ・ ボランティ アによる人形劇など

八街ほ800-1 9時～17時　 月曜休 ・ 0～3歳児向けおなはし コーナー絵本

水・ 金： 9時～19時 ・ 4歳～毎週土曜おはなし会など

八街ほ245-1 ・ 駐車場有

・ 遊具無、 健康遊歩道有

八街ほ155-1 ・ 駐車場無

・ 遊具有、 テニスコート 有

八街い84-10 ９ 時～１ ６ 時 ・ ２ 階　 第1会議室

水・ 金中心 ・ ブロッ ク 、 ボール、 フープなど

043-443-5100

043-443-6316

16 各種教室等

18 おはなし会など

中央公民館

図書館

13 八街泉幼稚園

14 八街すずらん幼稚園

私立幼稚園

私立幼稚園

15 認定こども園
明徳やちまた

こども園

043-442-1234

043-441-0881

043-444-2402

043-443-3225

10 川上幼稚園

11 朝陽幼稚園

12 八街文化幼稚園

市立幼稚園

市立幼稚園

私立幼稚園

9

生活クラブ

風の村保育園八街

八街かいたく 保育園

八街第一幼稚園

4 交進保育園

5 二州第一保育園

6 二州第二保育園

市立幼稚園

1

実住保育園2

3 朝陽保育園

連絡先

7

8

市立保育園

市立保育園

市立保育園

市立保育園

市立保育園

市立保育園

私立保育園

私立保育園

八街保育園

八街ほ78-2

大谷流717

043-443-2110

043-445-5711

17
市総合保健

福祉センタ ー

おやこサロン

ひまわり 043-443-1693

043-444-4946

043-443-1432

043-443-1432

043-443-1693
21 運動施設

スポーツプラザ
（ おやこサロンひまわり ）

19 公園 けやきの森公園

20 公園 八街中央公園



八街市内子どもと家族の支援団体
学習支援 造形・手芸・創作 屋外遊び・活動 料理・食育・こども食堂 スポーツ・ダンス 本読み 室内遊び 演劇 音楽・楽器 その他

※『子どもの居場所ネットワーク協議会』は、市民・民間の子育て団体が立ち上げた任意団体です。随時加入を募集しておりますのでお問い合わせください。
この冊子は『子どもの居場所ネットワーク協議会』に参加いただいた団体を基準に掲載しています。すべての活動団体を網羅したものではありません。

※2018～2019年度現在。内容は変更になる場合があります。社会福祉協議会又は各団体へお問合せください。
※この冊子は、『千葉県地域ぐるみ福祉振興基金助成金』により作成しました。

『気になる子どもの個別相談』は443-0748（社会福祉協議会）へ

№ 団体名称 活動内容 活動日・頻度 参加費

屋内 八街東小学校 毎日

8:25～14:35

屋内 ハーモニー音楽教室 月2回

18:00～21:00

屋内 東吉田集会所周辺 年1回

13:30～15:30

屋内 総武住販２階　Nuts Up?内　 週1回　水曜日

15:00～19:00

屋外 コープみらい八街の森 休止中

屋内外 八街市中央公民館 月3回

9:00～15:00

屋外 八街東小学校など 週2回

9:00～16:00

屋外 風のロッジ(雨天時) 年11回

9:00～14:00

屋内 風のロッジ 毎月第3金曜日

16:30～18:00

屋内外 みどり台コミュニティセンター他 年8回

屋外 一区コミュニティセンター他 年10回

屋外 コープみらい 八街の森 休止中

屋外 明徳やちまたこども園 年3回

9:30～13:00

屋内外 一区コミュニティセンター 月1回

10:00～11:30

屋内 富山区コミュニティセンター 年4回

10:00～11:30

屋内 朝日区コミュニティセンター 年4回

10:00～11:30

屋内 六区農村集落センター 年6回

10:00～11:30

屋内 大谷流コミュニティセンター 年6回

10:00～11:30

屋内 みどり台コミュニティセンター 年9回

10:00～11:30

屋内 依頼場所にて活動 月1回

10:00～10:20

屋内 市総合保健福祉センター 月1回

10:00～11:00

屋内 保育園・川上小学校 月2回

9:30～14:00

屋内 依頼場所にて活動 不定期

屋内 泉台区民センター 毎週木曜

15:00～17:00

屋内外 八街市中央公民館 月1回

9:30～11:30

屋内 市内各地 月1回程度

屋内 八街ほ381−27 毎月最終月曜日

16:30～18:00

屋内 八街市中央公民館内（事務局） 年2回程度

屋内 八街市中央公民館 月2回

10:00～12:00

屋外 文違301-782 年4回

内容により

屋内外 八街ろ111-33 週6回※要問合

13:30～17:00

屋内外 朝日151-1 週6回

9:00～17:00

屋内外 八街に66-3 月1回

10:00～11:30

043-420-8951

33
児童発達支援センター
銀河鉄道　ぽっぽや教室

気になるところがある未就学時のお子さまとそのご家族を対象に、経験
豊富な保育士が発達段階に合わせた毎月テーマが変わる遊びを提供しま
す。ご希望の方は事前予約により子育て個別相談も可能です。043-440-0009

32
放課後等デイサービス
秋桜あさひ

1日70円
※要受給券

学校授業終了後や長期休暇など個別に合わせた活動。段ボールや折り紙
など創作活動・農作物収穫等の体験・四季の自然を通じた遊びを行いま
す。

街かど相談所ゆるるか　043-290-9337

31
特定非営利活動法人
やちまた放課後クラブぶらんこ

放課後や学校休業日、長期休暇にご利用可。室内で絵画・工作・粘土な
どで遊んだり近隣の小学校の校庭や公園に出かけます。必要に応じて介
助の支援や保護者の相談も受付可。東吉田で木馬も運営しています。043-442-2516

30
特定非営利活動法人
セブンエイチ

地域の子どもたちが食やさまざまなイベントを通し、多世代が関わるこ
とにより、地域の一員としての居場所づくりを目指しています。

090-8305-5221（鈴木美和）

25 子どもキラットスマイル広場
無料
※材料費かかる場
合も有り

放課後等に子どもたちの安全・安心な活動拠点を設け、地域の方々の参
画を得て、体験や交流活動の機会を提供しています。

社会教育課　043-443-1464

29
ダウン症のある子
と親の会 ジュピター

ダンスや手話ダンスの練習をして各施設での発表をしています・茶話会
や季節のお楽しみ会を障がいの有無を超えて実施しています。

26
mama no wa
ママノワ

有り ママと子どもを中心に、イベントや勉強会や座談会を実施しています。

QRコードから確認

27
NPO法人ハーベスト
ミュージックジャパン

ボランティアセンター　043-443-1411

ボランティアセンター　043-443-1411

八街市社会福祉協議会　043-443-0748

0120-925-036

ボランティアセンター　043-443-1411

ボランティアセンター　043-443-1411

八街市社会福祉協議会　043-443-0748

絵本や昔話を通じて、子どもたちに絵本の楽しさや広がる世界観を感じ
てもらえるよう、図書館や各保育園、小学校や子育て支援などでおはな
し会を行っています。

八街市内の幼稚園や保育園、小学校やひまわりサロンで絵本の読み聞か
せをしています。

親子で触れ合えるリズム体操、絵本の読み聞かせ、腹話術、つみき、大
型バルーンなど親子で遊べる時間を提供します。

畑作業やバスハイク、もちつきなど、一区内の子ども達だけでなく、八
街東小学校在籍児童を中心に子ども会のない地区の子どもも受け入れて
います。

人形劇や本の読み聞かせ、腹話術や影絵、大型紙芝居、パペット、エプ
ロンシアターやパネルシアター、手遊びなどの活動をしています。

対象年齢

季節に合わせた行事・お話し会・豆まき・自由遊び・おやつタイムなど
で親子がほっとできる場を提供します。

お母さんのほっとできる場所を目指し、室内遊びや手遊び、本読みアン
パンマン体操や野菜遊びなどを実施。子育て相談も受付します。

子ども100円
中学生以上300円

無料
※バスハイクのみ
参加者負担有

無料

無料

活動詳細

コープみらいと共同でプレーパークを運営。自然を使った工作や手づく
りブランコやハンモック遊び、調理活動など自由な発想と創造を提供し
ます。

日本古来の和太鼓による演奏の楽しさを知ってもらい、ハンデのある子
もない子もみんなで練習に励み、各施設で発表します。

黎明高校にてサッカースクールを実施するほか、八街市の保育園や幼稚
園にてサッカーの巡回指導をしています。

多世代交流スペース「風の杜ひろば」を作り活動しています。地域で子
どもを育てる観点から地域の人々の豊かな知恵と経験などを学ぶ交流の
場です。

地域住民が厨房の担い手となり、その日のレシピは参加者へ配布してい
ます。また、近隣の農家などから食材の寄付を募り、こども食堂の活動
を広めていきます。

資源回収作業をはじめ、親子三代バーベキュー大会や餅つき大会を開催
しています。

12
生活協同組合
コープみらい

9
風のロッジ
だれでも食堂

10 みどり台子ども会

11
一区子ども会
育成会連絡協議会

7
八街アカデミックスポーツ
クラブﾞ　ＦＣやちまた

8
子育て協議会
やちまた

13 やちまたマルシェ
043-488-4919（子育て支援センター）

八街市社会福祉協議会　043-443-0748

yachimata.asc@gmail.com

043-440-0181

043-440-0301

14
八街東地区社協
一区子育てサロン

24
こども文庫
えんどうまめ

おはなしの会
おひさまはらっぱ

15
八街東地区社協
富山区子育てサロン

16
八街東地区社協
朝日区子育てサロン

21
音楽体操
心身さわやか

22

23 えんどうまめ劇団

18
川上地区社協
子育てサロン

八街北地区社協
子育てサロン

20 わらべ会

17
六区地区社協
六区笹引子育てサロン

19

活動場所・連絡先

4

5

6

あそびまめ

自主保育　テラ

八街和楽太鼓

2 和音

3
東吉田
みずすましの会

043-443-3968（代表者宅）

090-9388-5526

090-3067-8934

公式LINEのQRコードから友達申請を

090-3544-9531（鈴木光成）

八街東みらい塾1

八街市社会福祉協議会　043-443-0748

八街市社会福祉協議会　043-443-0748

八街市社会福祉協議会　043-443-0748

1カ月活動費
1000円

無料

500円

無料

無料

無料

無料

本の貸し出しをはじめ、お話しタイムや季節の工作。１２月にはクリス
マスイベント、人形劇など、さまざまな遊びを通して、文化的な場を提
供しています。

図書室の環境整備・2年生の算数を中心とした学習サポート・紅白玉つ
くり・夏休み「東っ子塾」支援・総合的な学習の時間の支援などを行い
ます。

子どもたちを中心に、ミュージックベルやピアノ、エレクトーンの演
奏、合唱などを練習して、老人ホームやさまざまな施設等で慰問コン
サートをしています。

リズム体操や段ボール遊びやお化け屋敷、大型絵本など室内遊び、おや
つタイムやおしゃべりタイムを通じて、地域で子育てする環境を提供し
ます。

リズム遊び・季節に合わせた工作・おやつを食べながらの交流タイムで
お母さん同士の交流ができるような場を作ります。

遊具での遊び・ピアノ講師による童謡・カナダ人講師による折り紙・季
節に合わせたものづくりや地元特産のおやつの提供などで親子での楽し
い時間を提供しています。

プレーパークの実施。自由遊び・火おこし体験や水鉄砲づくりなどを
「自主保育テラ」さんと共同で実施しています。

年に３度季節を感じることのできるマルシェを開催しています。

地域の未就学児を育てる親子のために、遊び場の提供や遊びのサポート
をしています。

田んぼにめだかやどじょうを放流したり、竹馬や竹ぽっくりを手作りし
たり昔遊びを楽しみます。スタッフの作る軽食を一緒に食べるなどを実
施しています。

放課後に食と造形を楽しむ企画をしています。
毎週水曜日はどなたでも食事できて子どもが料理を作る『子どもシェフ
レストラン』を実施。※第4水曜休み・不定期にイベント出店

子ども100円
大人300円

主の活動であるイベントなどので演奏、チャリティーコンサートの寄付
で、月に一度こども食堂を開催しています。

harvest.m.japan@gmail.com  043-308-8950

28
八街市青少年相談員
連絡協議会

地域での青少年の育成活動の積極的な推進を図り、青少年の健全育成を
図ります。

社会教育課　043-443-1464


