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♪
①いちご（10 ヶ月～概ね 1 才半）4 月9 日（火）
「シフォンの布を使って春の歌に合わせてゆったり身体をうごかそう！」
②りんご（１才半～２才半）4 月16日（火）
「ひらひらちょうちょを作ろう♪」
③めろん（２才半以上）4 月23 日（火）
「絵の具を使ってこいのぼりを作ろう♪」
①②③いずれも定員：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：3/25(月)10：00 から受付
※汚れても良い服装できてね！

※さくらんぼ広場の時間帯は、参加者多数の為、
０才の赤ちゃん以外の入室はできません。ご了承下さい
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２９

１６

１１
⑤さくらんぼ
広場
(14:00～15:00)

①いちご

１４

⑤さくらんぼ広場
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
聞かせなどをみんなで楽しみましょう♪
助産師さんも来られるので相談もできます。
日時：4 月11 日（木）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
※予約は要りません。直接広場にお越しください

火

１７

１８

１２

１３

⑥冒険さんぽⅠ

１９

２０
⑦パパDay

②りんご

⑥冒険さんぽⅡ

さだ出張登録会

２３

２４

③めろん

⑦パパ day
お父さんと子どもが優先に遊べる日です！毎月パパと
お子さんで手形をとり、翌月のオリジナルカレンダーを
作ります。
10：30～パパ向けのふれあい遊びや、トークタイムある
のでぜひ参加してくださいね！
日時：4 月20 日（土） 対象：未就園児とそのパパ
場所：１階広場
※予約はいりません。広場へ直接お越しください

２５

２６

⑨子育て講座

⑩赤ちゃん会

⑧さぷりの双子の会
多胎児を育てている親子さんにお部屋を開放しま
す。スタッフも交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をしましょう～
日時：4 月22 日（月）13：30～15：00
場所：２階うさぎルーム
※予約は要りません。直接広場へお越しください

２７

３０

マークはお休みです。
プログラムのある日も広場は通常通り開放しています

▲プログラムごとに申し込み日が異なります。
広場さぷりまで電話または FAX・来所にて申し込み下さい。
▲受付開始日は電話がつながりにくい場合があります。
ご了承ください。 広場さぷり（072-807-5336）

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）

☆絵本で子育て～いっぽにほ～
絵本は心の栄養です。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”始めませんか？

4 月のテーマ
「はじめまして！絵本であいさつしましょう」
日時：4 月15 日(月)13：30～14：30 場所：1 階広場 絵本コーナー
講師：中谷章代さん （NPO 法人「絵本で子育て」センター絵本講師 ）

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、絵本やふれあい
遊び、ファミサポの紹介をします。
お母さん同士のおしゃべりタイムもありますよ。
日時：4 月26 日（金）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 定員20 組
持ち物：バスタオル 申込み：4/1（月）10：00～受付

わくわくたんけん隊１期 募集！！
来春の４月に入園を控える概ね3 才の子どもたちのためのプログラムです。グループを作り、
集団遊びの楽しさを体験します。
日程： 4 月15、22 日 5 月13、27 日 6 月10、24 日 7 月8、22 日（いずれも月曜日）
時間：10：00～11：30 場所：2 階うさぎルーム 定員：8 組程度（応募が多数の場合は抽選になります）
申込み期間：3 月22 日（金）～4 月2 日（火）専用の申込用紙に記入し、さぷり受付にご持参ください。
抽選結果は4 月4 日（木）以降にお知らせします

★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。ブログや Facebook 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！
右の 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
スタッフまで声をかけてください

★絵本コーナー
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！
毎月新しい絵本も購入しています☆
※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。

さぷりだより４
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未就園児の親子が自由に遊べる広場です
広場開放日：月・火・木・金・土
開放時間：9：30～16：00（水・日・祝休み）
ふれあいタイムは毎日！11：30～（10～15 分程度）
＜ランチスペースでは飲食 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

台風や豪雨で臨時休館になる場合は HP や FB でお知らせします！

☆今月のお知らせ☆
☆保健センターによる乳幼児健康相談
2 ヶ月に 1 度保健センターの保健師さんが 2 階のうさぎルームに来て、身長体重を測って下さいます。
発育や離乳食の相談もできます。母子手帳の発行も行っています。
日程 : 5 月17 日 7 月19 日 9 月20 日 11 月15 日 2020 年1 月17 日（いずれも金曜日）
時間 : 10：00～11：00（11 時には受付締め切り）
持ち物：母子手帳
場所：2 階うさぎルーム
※予約は要りません。直接うさぎルームにお越しください

ファミサポに登録して依頼会員になりませんか？
人事異動の季節ですね･･･。転勤などで枚方に引越して来られた方も多いと思います。
枚方市にはファミリーサポートセンターという子育て家庭をサポートする会員組織があります。
リフレッシュしたい時や通院など困った時に預かりや送迎のサポートを受けることができます！
現在、会員数はおよそ 2,300 人。2 歳未満のお子さんには 5 時間分の無料体験クーポンもあり
ますよ。利用には登録(要予約)が必要です。下記までお問い合わせください。

★依頼会員の登録★４月の出張登録会★
4/20（土）さだ生涯学習市民センター
4/26（金）メセナひらかた会館
※いずれも 10:30～11:30 要予約(4/1～)

お申し込み・お問い合わせは下記まで
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

・４月から新年度がスタートします。初めて来所された方は登録用紙を記入し、
更新される方も変更がないか確認します。保護者方の名札の色が紫色になります。
子どもの名札・登録カードは継続となりますので忘れないようにお持ちください。
・わくわくたんけん隊１期の募集がはじまります！左記に詳しく載せていますので見て下さい。
に詳しく

☆今月のイベント☆
さくらマルシェ ～さぷりとポートのさくら祭り～

この日の午前中はお祭り広場です。ボールすくい・さかなつり・ボールころがし・手形カレンダー作り
などのコーナーでお楽しみください♪みんな来てね～！
日時：4 月2 日（火）10：00～11：30
場所：１階広場
対象：未就学児とその保護者
※お子さん一人につき参加費が 50 円かかります
※10 時までは準備のため閉室し、お祭り終了後１２時からいつもの広場に戻ります
※初めて広場に来られる方は登録が必要です
★子育て相談
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。（予約制になります）

社会福祉法人大阪水上隣保館 広場さぷり
〒573-0042 枚方市村野西町5-１（サプリ村野内） TEL・FAX 072-807-5336

