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子育て広場「さぷり」月・火・木・金・土曜日
開放時間 9：30～16：00 (水・日・祝休み)
ランチコーナーでは飲食ＯＫ！
ランチタイム 12：00～13：00
おやつタイム 14：30～15：00

毎日お昼前にふれあいタイムがあり、親子で一緒に手遊びやふれあい体操をしています。ぜひ参加してね！
誕生日のお子さんは「ふれあいタイム」の中でお誕生日会をしますので、スタッフにお声かけ下さい！

～ファミリーポートひらかた 10 周年記念イベントのお知らせ～
①

楽しく遊んでふれあって「うちの子、最高！！」～今を生きる子ども達へ伝えたい！親として、大人として、地域として～

講師：熊丸みつこ先生
日時：２０１４年 11 月 10 日（月） １０：００～１１：３０ 場所：ファミリーポートひらかた
対象：子育て中の方、支援者の方、聞いて頂きたいお話です。ぜひご参加下さい！（お子さん連れＯＫです）
パネルシアターの世界 ～ハラハラ・ドキドキ・わくわく・あら、不思議！？～

②

講師：高橋司先生
日時：2014 年 11 月１２日（水） １３：３０～１４：３０
場所：ファミリーポートひらかた
★①②ともに申込み受付中です。申し込みはファミリーポートひらかた（☎ ８５０－４４００） または

対象：親子 40 組
広場さぷりにて受付中！

☆プログラムの案内☆
➁演奏会「心と体で音を感じよう！」

➀わくわくたんけん隊 ３期
６回連続 登録制！
来年の 4 月に入園を控える 3 才の子ども達でグループを作
り、遊ぶ楽しさを体験するプログラムです。途中お母さん達
で話し合える時間もあります。日頃の子育てや入園に向けて
交流しています。

➂出張

あおぞら広場（雨天中止）

外に出てみんなで体を動かし遊びましょう！
日時：11/18（火）10：30～11：30
場所：池之宮西公園（池之宮西 3147 番 6）
※予約はいりません。直接公園へお越し下さい。
駐車場はありませんので自転車やベビーカーで来てね！
問い合わせ：
子育て広場「さぷり」072-807-5336

同志社女子大学の学生さんが演奏してくれます。
親子でほっこり音を感じよう～！
日時：11/15（土）10：30～11：30
場所：2 階うさぎルーム
対象：就学前の親子 定員 25 組
申込み：11/6（木）10：00～電話または FAX・来所にて

➃赤ちゃん広場
０才の赤ちゃんが広場で優先的に遊べる日です。
日時：11/25（火）10：00～ （45 分間）
場所：広場「さぷり」
対象：0 歳児の赤ちゃんとその保護者
申込み：当日直接広場へお越し下さい

☆広場で「折り紙遊び」をしよう！ 広場のランチススペースでどんぐりを作ります。
日時：１１/6（木）１１/7（金）

申込みは不要、直接広場に来てね！

このマークはお休みです！
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★広場「さぷり」は親子が自由に遊べる広場です！

➄子育てフォーラム 保育付
「プレママ広場見学会＆プチヨガ」
日時：11/25(火)10：30～11：30
場所：2 階うさぎルーム
対象：妊婦さん
保育定員：5 組（就園前までの子ども）
申込み：11/7(金）10：00 から電話または FAX・来所にて
＊ サークルさんの施設利用について
広場「さぷり」は地域で子育てをしているグループの方
に「サークル支援」という形で施設の利用を無料で提供
しています。子どもたちを主体とした内容で親子の遊び
や交流会の場として活用ください。
・

利用日は広場があいている月火木金土 「さぷり」
のプログラムと重ならない時間帯で 1 グループ・
月２回（1 度に 2 回目までの申し込み可）
・
前月の１日より（水日祝を除く、広場の空いている時
間内）受付します。
時間帯： ➀10：00～12：00
②13：00～15：00
会場： ２階 うさぎルーム
詳細は広場「さぷり」の受付でお問い合わせください。

ふぁみさぽミニ通信

日時：11 月 21 日（金） 10：00～１１：００ 予約不要
場所：子育て広場「さぷり」 ２階うさぎルーム
内容：身長・体重測定 育児相談
持ち物：母子手帳
＊ 外遊びをしよう！
砂場用具・外の乗り物の貸し出しを行っています。
貸し出しノートに用具や利用時間を記入していただきますので受付
にお声かけ下さい。
＊ 絵本の貸し出しについて
子ども一人につき 2 冊まで 期間は 14 日間の貸し出しができ
ます。広場の借りたい絵本を選んで受付までお声かけ下さい！
＊ 子育て相談 個別相談（予約制）
広場「さぷり」に遊びに来たとき、ちょっとした不安や心配ごと
をお聴きします。気軽に声をかけて下さい。
★お願い★
ゴミやオムツは必ず各自持ち帰りをお願いします。
サプリ村野内の共同トイレに紙オムツを捨てないで下さいね！

☆「ナニワの夜回りおばちゃん」がやってきます☆

（今回は特別講演会なので、会員以外でも参加できます。

♡ファミサポお試し体験会
ファミサポに登録してはいるけれど、まだ利用したことが
ないという依頼会員さん！
一時間だけ、お試し体験会で子どもを預けてみましょう。
提供会員さんが一対一で保育してくれるので安心です。
日時：10 月 23 日 10 時～11 時 30 分
場所：ラポール枚方 費用：無料
これからもファミサポでは、親子で楽しめる企画を準備し
ています。現会員さん、これから登録をお考えの方、ぜひ
ご参加くださいね！

枚方市ファミリーサポートセンター

保健センターによる 乳幼児健康相談

元大阪府警少年補導員の野澤さんは、多くの非行少年少女と
関わってこられました。現在も「ナニワの夜回りおばちゃん」
として、子ども達の声に耳を傾けておられます。
時代の流れは速く、少年少女を取り巻く環境は私たちの想像を
超えています。時代の流れに飲み込まれない為には、幼少期の
親子の関わりが大切！そんな野澤さんの想いに触れてみませ
んか？
日 時 ： 11 月 20 日（木） 10:30～11:30
会 場 ： サプリ村野
定 員 ： 30 名（保育有り・定員 7 名）
参加費 ： 無料（保育無料）
受付日 ： 11 月 4 日 10 時より。

９：３０～１７：００（水・日・祝日お休み）
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