広場・プログラム予定表

このマークはファミサポ土曜日登録会です！
（事前に予約が必要です）

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！年齢にあった遊びや活動をみんなで楽しみます♪
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⑦パパ day
広場さぷり

①いちご（10 ヶ月～概ね１才半）1/8 「親子でほっこりわらべうたあそび」
②りんご（1 才半～2 才半）1/22 「お正月あそび！笑って体を動かそう」
③めろん（2 才半以上） 1/29「豆まきの入れ物を作ろう！」
※汚れてもよい動きやすい服装できてね！
定員：それぞれ 17 組
時間：10：30～11：30
持ち物：名札・お茶・タオル・着替え
申込み：12/25(火)10：00～受付

⑤製作の日
「紙コップでけん玉を作ろう！」
好きな模様を描いてオリジナルけん玉を作ります♪
日時：1/10(木)14:00～
対象：未就園児とその保護者 場所：１階広場
＊予約はいりません。広場へ直接お越し下さい。
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広場さぷり

⑩赤ちゃん会

広場さぷり

広場さぷり

広場さぷり

参加者急増の為、さくらんぼ広場の時
間帯は赤ちゃん以外の入室はできませ
ん。ご協力よろしくお願いします。

▲プログラムごとに申込み日が異なります。
広場さぷりまで電話または FAX・来所にて申込み下さい。
電話での受付スタート直後はつながりにくい場合があります。
ご了承下さい。広場さぷり（072-807-5336）

★絵本で子育て～いっぽにほ～

☆さぷりの双子の会

絵本は乳幼児の心の栄養です。絵本の選び方や楽しみ方を広場の
中で紹介します。
みんなで一緒に“絵本で子育て”はじめてみませんか？
1月のテーマ 「今年も絵本といっしょ！」
日時：1/28（月）13：30～14：30
講師：えほんのお部屋ひまわり畑 施設長 中谷章代さん
場所：１階広場 絵本コーナー
※予約はいりません。広場へ直接お越し下さい

多胎児を育てている親子さんにお部屋を開放します。
スタッフもまじえて子ども達を遊ばせながら双子なら
ではの子育ての話や情報交換しましょう～♪
日時：1/11（金）13:30～15:00
場所：うさぎルーム
対象：多胎児を育てている親と子
※予約はいりません。広場へ直接お越し下さい

みんなでおにぎりを持って散歩へでかけよう！
広場さぷりに集合し、
Ⅰ むらの高等支援学校までお散歩し、学生さんと交流し
ながら「せっけん作り」の体験をします。その後はみ
んなでおにぎりを食べて現地解散します。
日時：1/18(金)10:30～12:00
対象：2歳以上の子どもとその保護者
申込み：1/4(金)10:00～受付 定員：12組
＊雨天決行 （雨具をお持ちください）
持ち物：おにぎり・水筒・敷物・帽子・タオル・着替え
Ⅱ ギンガ保育園さんを目指して散歩し、屋上で遊びます
その後公園でおにぎりを食べて解散します。
日時：1/25(金)10:30 ～12:00
対象：未就園児とその保護者
予約はいりません。広場へ直接お越し下さい。
＊雨天時は運動遊びに変更します。
持ち物：おにぎり・水筒・敷物・帽子・タオル・着替え
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③めろん

⑥村野冒険さんぽ

⑧さくらんぼ広場 今月は PM です！
普段は異年齢の子ども達でいっぱいですが、0才の赤ちゃ
んが優先で遊べる日です。ママ同士の交流をメインに、
ふれあい遊びや絵本の読み聞かせなどみんなで楽しみま
しょう♪枚方市助産師会の助産師さんも来られるので、
相談もできます。
日時：1/21（月）14:00～15:00
対象：0才の赤ちゃんとその保護者 場所：1階広場
※予約はいりません。広場へ直接お越し下さい

⑨保育付 すくすく子育て講座
「カミカミ モグモグして強い歯を！」
歯科衛生士さんからそしゃくと乳歯の関係のお話を聞
きます。また虫歯予防のための方法を学びましょう。
講師：瀬戸口 晴子さん
日時：1/24(木）10：15～11：30
場所：2階うさぎルーム
対象：1歳以上の子どもをもつ親
保育定員：12人（0歳は同室）
申込み：1/4(金)10：00～受付

さぷりだより

⑩ 出張広場「赤ちゃん会」
枚方市駅近くにスタッフが出張し、ふれあい遊び・絵本の紹介・親子の交流、広場・ファミサポ等の情報提供をします。
日時：1/31（木）10：00～11：00
場所：岡本町会館（枚方市駅から徒歩４分） 枚方市岡本町10－９（HPに地図があります）
対象：10ヶ月までの赤ちゃんと保護者 持ち物：バスタオル 定員：20組
申込み：1/7（月)10:00～受付
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未就園児親子が自由に遊べる広場です！

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：ふれあいタイム終了後～13:00
おやつタイム：14:30～15:00

◎保健センターによる乳幼児健康相談
2ヵ月に1回、保健師さんがサプリ村野に出張して来られます。この機会に身長・体重を測定し、
育児相談などをしてみませんか？母子手帳の発行も行っています。
日時：1/18(金) 10：00～11：00 （11時には受付〆切）
持ち物：母子手帳 場所：2階うさぎルーム ※予約はいりません。直接うさぎルームへお越し下さい

★絵本コーナー

★外遊びをしよう！

年末年始のお休みは 12/29(土)～1/3(木)です。

年齢別や季節に合わせたおすすめ絵本や新作絵本を
紹介しています。ぜひご覧ください。

ビオトープ周辺で遊びませんか？

年始は 4 日(金)から通常通り開放します。

絵本の貸し出しについて
大人・子ども１人につき2 冊、14 日間の貸し出しができます
借りたい絵本を選んで受付までお声かけ下さい！
※新しく購入した絵本はしばらく閲覧用になり貸し出しはで
きません。
＜枚方市のブックスタートについて＞
★枚方市内の各保育所（園）では１才のお誕生日にふれ
あい体験で、絵本を１冊プレゼントするブックスタート
を開催しています。さぷりの絵本コーナーにブックスタ
ートでもらえる絵本を５種類展示しています。手にと
り、お気に入りを見つけてから参加してみましょう！
今月は 1/23(水) ※要予約です。

乗り物や砂場用具・ポコポコ、なわとびなどの外
遊びおもちゃ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。

★子育て相談

9:30

☆広場の 1 日☆

開所

彡

＜親子で自由に遊んでね＞

お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。スタッフまでお声か
け下さい！（未就園児対象）

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。
個別にゆっくり相談もできます。
（予約制）

11:30

※お願い※

14:30～15:00

ゴミやオムツは必ず各自持ち帰りをお願い
します。

毎日のお楽しみ♪ふれあいタイム

＜体操やふれあい遊びをみんなで楽しもう＞
触れ合い終了後～13:00 ランチタイム

15:50

お片付け

16:00

閉所

おやつタイム
絵本

離乳食等で早い時間に食
べたい時はスタッフまで
声をお掛けください♪

さよならのお歌♪

～さぷりからの情報発信コーナー～

子育て中の安心のために
ファミサポ依頼会員に登録しませんか？

たくさんの方が
利用されて
いますよ！

ファミサポでは子どもさんの預かりや送迎などのサポートをしてくれる提供会員さんを
紹介して、子育て中のママ・パパを応援しています。利用には登録が必要ですが、2 月
以降は新生活に備えて登録や紹介依頼の申し込みが混み合います。少し余裕がある 1 月
のうちに登録されませんか。詳しくは下記までお問い合わせください。

☆1 月の依頼会員出張登録会☆
1/19(土)

牧野生涯学習市民センター

1/24(木)

津田生涯学習市民センター

※いずれも 10:30～11:30 要予約(11/1～

お申込み・お問い合わせは
枚方市ファミリーサポートセンター
9:30～17:00(水・日・祝休み)
Tel&Fax…072-805-3522

◎台風や豪雨で臨時休館になる場合は以下のFB やHP でお知らせしています。
☆Facebook『広場さぷり』で検索してみてね♪
☆さぷりのＨＰ・ブログ
さぷりのHP では毎月のおたよりや広場の新着情報・その他子育てに関わる情報がアップされています
ブログではプログラムの内容や様子がわかる写真も掲載しています。ぜひご覧ください！
QR コードを読み取るか、広場さぷりで検索してみてね！
※個人情報には十分配慮していますが、写真のアップなど、
気になることはいつでもスタッフまで連絡下さいね。
携帯電話からも気軽にご覧になれます！ＱＲコードを読んでね
〒573-0042 枚方市村野西町5-１（サプリ村野内） TEL・FAX 072-807-5336
広場さぷり（社会福祉法人大阪水上隣保館）

