平成２５年

子育て広場
さぷりだより

11 月号

広場
さぷり
は、京阪電車交
野線星ヶ丘駅・
村野駅からそれ
ぞれ徒歩 10 分
のところです。

VOL.7
（広場さぷり）
広場さぷり）
＊枚方市村野西町 5-1

TEL・
TEL・FAX 072072-807807-5336

＊電話での受付・問い合わせ

月火木金土曜日

9：30～16：00
広場

＊ホームページ

ｈｔｔｐ：//sapuri.familyport.jp/
さぷり

来所のときは親子とも名札を持参の上必ず受付で名簿に記入して下さい。
広場さぷりは（社福）大阪水上隣保館

ファミリーポートサプリ村野が枚方市から受託されて運営しています。

子育て広場「さぷり」開放時間

水・日・祝休み

月・火・木・金曜日 9：30～16：00
土曜日 9：30～16：00
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！
★広場「さぷり」受付に広場の忘れ物がたくさんあります。心当たりのある方は一度ご確認下さい！
10/31（木）以降に処分します！

わくわくランド前期終了して・・・
年齢別で各４回連続で行いました。初回はみんな「はじめまして！」で初顔合わせ、子ども達もお母さんもドキドキわくわく少し
緊張した様子でしたが、回を重ねるたびに子ども達にも笑顔が見られ個々の成長がみられました！
親御さんの声を紹介します！
・月齢の近い子同士で集まれて良かった
・最初のころに比べ成長があった
・集団でいると２人でいる時とは違うめんが見られて良かった
・手づくりおもちゃや絵本の紹介など参考になった（さくらんぼクラス） ・・など

ふぁみさぽミニ通信
11 月の初回講習は 2 日（土）8 日（金）15 日（金）19 日（火）30 日（土）です。
【初回説明会】ってどんなの？
「初回説明会」というのは、依頼会員（サポートを受ける人）として登録をする時に受けていただく説明会のことです。お子さん
連れの方は２階「りす」のお部屋でお子さんを遊ばせながら説明を聞いていただき、お母さんだけで受けるのも OK です。
なるべく丁寧な説明を心掛けています。枚方市の他の様々なサポートについてもお伝えし、子育てママの力になりたいと思っ
ています。安心の為に登録されてはいかがでしょうか？
お急ぎの方
ぎの方はご相談下さい
相談下さい
ファミリーサポートセンター 月火木金土曜日 9：30～
30～17：
17：00 ＴＥＬ・
ＴＥＬ・ＦＡＸ072
ＦＡＸ072805-3522
072-805-

11 月の予定

★広場「さぷり」は親子が自由に遊べる広場です
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このマークの日は休みです！

➀～④わくわくランド後
わくわくランド後期 4 回連続 登録制
さくらんぼ 0～9 ヶ月

いちご９ヶ月～１歳半

りんご１歳半～２歳半

めろん 2 歳半以上

日時…それぞれ 10：30～11：30 ２階 うさぎルーム
内容…各年齢に応じた手遊びやふれあい遊び、保護者の交流
を図っています。

※

わくわくランド後期は各クラス曜日が違いますの
わくわくランド後期は各クラス曜日が違いますの
でご確認下さい！
！
でご確認下さい

➅「さぷり」の運動会
日時：１１月１６日（土）10：00～11：30
場所：サプリ村野内 体育館
対象：未就園児とその保護者
定員：60 組(世帯) きょうだいで参加可
申込み：10/26（土）10：00 から電話・FAX または来所にて
持ち物：お茶 広場「さぷり」の名札
その他各自必要な物を持参下さい
※ 親子ともに動きやすい服装でご参加下さい

保健センターによる
保健センターによる 乳幼児健康相談
日時：11/15
予約不要
日時：11/15（金）
11/15（金）10
（金）10：
10：00～
00～11：
11：00
予約不要
場所：子育て
場所：子育て広場
子育て広場「
広場「さぷり」２階うさぎルーム
さぷり」２階うさぎルーム
内容：身長・体重測定
持ち物：母子手帳
内容：身長・体重測定 育児相談
持ち物：母子手帳

＊ サークルさんの施設
サークルさんの施設利用について
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 回ずつの申込み）
・ 前月の１日より（水日祝は除く、広場のあいてい
る時間内）で受付します。
① 10：00～12：00
②13：00～15：00
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。

➄新プログラム！
元気に子育て「わくわく・たんけん隊」の追加募集
5 回連続
来春入園を控える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３０分程度母子分離をし、お母さ
んたちは入園に向けてや日頃の子育てについて交流します
日時：10/31（木）11/8（金）11/22（金）12/6（金）12/20（金）
時間：13：30～15：00
場所：子育て広場「さぷり」２階うさぎルーム
対象：来春入園を控える親子
定員：追加分 5 組程度
申込み：10/21（月）10：00 から電話・FAX または来所にて

⑦子育てフォーラム
子育てフォーラム 保育付
「お医者さんにかかるタイミング」
内容：これからのシーズンに向けて年齢別・症状別にわか
りやすく解説していただきます。
日時：１１月２９日（金）10：30～11：30
場所：子育て広場「さぷり」２階
講師：薬剤師 川合寿美子さん
対象：未就園児とその保護者
保育定員：１５人 ０歳児はお母さんと一緒
申込み：11/5（火）10：00 から電話・FAX または来所にて

＊ 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 日間の貸し出しになり
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
お願い★
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！

