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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

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！

☆プログラムの案内☆
①②③わくわくランド 年齢別プログラム
それぞれ毎月 1 回のプログラムです。
➀いちご（はいはい～概ね 1 歳半）
②りんご（1 歳半～2 歳半）
③メロン（2 歳半以上）
定員：それぞれ 17 組
時間：10：30～11：30
持ち物：名札
申込み：9/２５（木）１０時から電話・ＦＡＸまたは来所にて
※子ども 1 人につき１クラス参加可（きょうだい同時申込み可）
※申込み状況により、初めての方優先

➄親子で交通安全教室
市の交通対策課の職員さんとおまわりさんから交通安全のルー
ルを学びます。
ミニ信号機などが登場しますよ！
日時：10/2（木）10：30～11：30
場所：2 階うさぎルーム
対象：未就園児とその保護者
定員：20 組
申込み：9/22（月）10：00 から電話・FAX または来所にて

⑦集まれ！ちびっこ運動会
日時：10/21（火）10：00～11：30
場所：サプリ村野内 体育館
対象：はいはい～未就園児とその保護者
定員：35 組
申込み：10/3（金）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ください

④わくわくたんけん隊 ３期

募集中

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。
定員：概ね 6 組程度
場所：子育て広場「さぷり」2 階うさぎ
対象：来春入園を控える親子
申し込み：9/16 から受付 専用の申し込み用紙を記入し 9/27
までに受付に提出して下さい。
応募多数の場合は抽選し、10/2（火）までに結果を電話にてお
知らせいたします。

➅赤ちゃん会
日時：10/14（火）10：00～11：00
場所：岡本町会館
内容：ふれあい遊び・絵本の紹介・交流・広場等の情報提供
対象：10 ヶ月までの赤ちゃんとその保護者 定員：15 組
持ち物：バスタオル
申込み：10/４(土）10：00 から電話・ＦＡＸまたは来所にて
岡本町会館地図

10 月の予定

このマークはお休みです！
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「発達とあそび」

➇赤ちゃん広場

赤ちゃんのいる生活を‘感じてみる’講座です！赤ちゃんの発達
に合わせた遊びを紹介し、赤ちゃんとの暮らしを考えましょう。

０才の赤ちゃんが広場で優先的に遊べる日です。
日時：10/28（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

日時：10/30(木)10：00～11：00
講師：奥山重子さん
場所：2 階うさぎルーム
対象：0 歳児とその保護者
定員：20 組
申込み：10/6(月）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

申込み：当日直接広場へお越し下さい

＊ 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！

【ファミサポ出前登録会】

枚方市ファミリーサポートセンターでは、サポートを
受けたい人（依頼会員）には、随時（予約をしていただ
いてから）説明・登録を行っています。
この度、サプリまで来にくい地域の方に向けて、
私たちが出向いて説明・登録手続きをさせていただき
ます。今回は津田・長尾・藤阪方面です。
保育もついているので、ゆっくり説明を受けられます
よ。ぜひご参加ください。
枚方市ファミリーサポートセンター

日

時 ： ９月２９日（月）
13:30～15:00 （受付は 13:15～）
場 所 ： 菅原生涯学習市民センター ３階和室
定 員 ： １５名 （保育は１０名）
持ち物 ： 保護者の顔写真（縦３cm×横２cm） 2 枚
認印
ただ今受付中です!!

９：３０～１７：００（水・日・祝日お休み）
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