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）１月７日（火）
「貼ったり、描いたり、カラフルこまを作ろう♪」」
②りんご（１才半～２才半）１月１４日（火）
「新聞紙あそびを楽しもう♪」
③めろん（２才半以上）１月２８日（火）
「みんなで楽しむ お正月あそび！」
定員：それぞれ 17 組 時間 10：30～11：30
場所：2 階うさぎルーム 持ち物 ：名札・お茶・タオル・着替え
申込み ：12/26(木)10：00 から電話、来所にて受付
ｂ ※汚れても良い服装できてね！

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

プログラムの予定
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⑤製作の日
「ゆらゆら雪だるまを作ろう」
さぷりでは毎月、季節に合わせた折り紙あそびや製作をしています。
今月は、紙皿を使って雪だるまの壁飾りを作ります♪
日時：1 月6 日（月）
①10:30 頃～ ②14：00 頃～
対象：未就園児とその保護者
※予約は要りません。
直接広場にお越しください

⑥村野冒険さんぽ
広場さぷりに集合し、みんなでおにぎりを持って散歩へ出掛けよう！
Ⅰ ギンガ保育園さんまでお散歩し、屋上遊具で遊ばせてもらい
ます。その後公園で、おにぎりを食べて現地解散します。
日時：1 月10 日（金）10:30～12:00
Ⅱ たこを作ってサプリのビオトープで、たこあげをしましょう！ その後、
おにぎりを食べて解散します。
日時：1 月24 日（金）10：30～12：00
Ⅰ、Ⅱともに
持ち物： おにぎり・水筒・敷物・タオル・着替え
対象：未就園児とその保護者
※雨天の場合や気温によっては室内遊びに変更します。
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▲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）
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⑪赤ちゃん会

「赤ちゃんとママに合った抱っこの仕方」
ママの体にも負担がかかりにくく、親子ともに心地良い抱っ
この仕方や、自信のもてる抱き方を見つけましょう♪
日時： 1 月21 日（火）10：15～11：30
場所： ２階うさぎルーム
講師：助産師 田之上和子さん
対象：9 ヶ月までの赤ちゃんのママ
申込み： 1 月6 日（月）10：00～
定員：14 組(母子同室)
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牧野
登録会
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※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(13：30～15：00)
ご了承下さい。
※13：30～準備のためお片付けします。

⑦パパ day
お父さんと子どもが優先に遊べる日です！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、自由参加のトークタイムも
あるのでぜひ参加してくださいね！
日時：1 月18 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

☆お一人様大歓迎！
⑧Ｓカフェ
ママのための時間 S カフェです。子ども連れでほっこ
りのんびりお茶ができる空間です。雑誌をみるのも
OK～♪気軽にお茶しに来てね。
日時：1 月20 日（月）14：00～15：30
場所：2 階りすルーム
※予約はいりません。 出入り自由です！
⑨すくすく子育て講座

⑪出張広場 赤ちゃん会
枚方市駅近くにスタッフが出張し、ふれあい遊びや絵本
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。
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 に地図あります)
日時：1 月30 日（木） 10：00～11：00
対象：10 ヶ月までの赤ちゃんと保護者
持ち物：バスタオル
申込み：1/7(火) 10：00～受付（定員20 組）
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サークル双子の会ができまし
た！月 2 回集まれる日が出来
ました♪

★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。子育てで
困っていることや、気になっていることなど、情報交換しましょう！
子育て相談
日時：1 月16 日（木）10:30～13:00
広場さぷりに遊びに来たと
12 時からお昼ご飯を食べるので、ご都合良い方は昼食を
き、ちょっとした不安や心配
お持ちください。
ごとをお聴きします。気軽に
1 月23 日（木）13:30～15:00
お声かけ下さい。 個別にゆ
場所：２階うさぎルーム
っくり相談もできます。（予
約制）
対象：多胎児を育てている保護者と子ども
申込み：電話・来所にて随時受付中 飛び入り参加OK！
※飛び入り参加も OK！
☆絵本で子育て ～いっぽにほ～

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？
１月のテーマ
「いっぱい食べよう！まんまの絵本」
日時：1 月27 日(月)13：30～14：30
場所：1 階広場 絵本コーナー
講師： NPO 法人えほんのお部屋ひまわり畑
施設長 中谷章代さん
※予約は要りません。直接広場におこしください。
今年度最後です

◎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。
次回日程 : 2020 年1 月17 日（金）
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。
子育て中の安心のために依頼会員に登録しませんか？
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
ご紹介して、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が混み合います。少し余裕のある 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。

★依頼会員の登録★1 月の出張登録会★
1/24（金）メセナひらかた会館
1/25（土）牧野生涯学習市民センター
※いずれも 10:30～11:30 要予約(1/7～)
※生後 4 ヶ月から保育あり

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
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さぷりだより１ 月号
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

あけましておめでとうございます 今年もよろしくお願い致します
年始は1月6日(月)から通常通り開放します。今年もたくさんの親子さんにお会いできる
ことを楽しみにしています♪
～臨時休館のお知らせ～
・1月11日(土)はサプリ村野の受電設備改修工事に伴い全館休館になるため、
広場さぷりもお休みさせていただきます。

今月のイベント
☆今月の『赤ちゃんとママのさくらんぼ広場』は、普段のさくらんぼ広場の後、
市役所の子育て事業課の職員さんから 30 分程度で枚方市の子育てアプリ
「スマイルひらかたっ子」の上手な活用方法をレクチャーしてもらいます。
1 月 28 日ご参加お待ちしております♪
☆『製作の日』は毎月、季節に合わせた折り紙遊びや製作をしています。
親子で一緒に作ったり、小さい子はお母さんが作ってあげたり、和気あいあいと
おしゃべりをしながら楽しんでいます(^^)
今月は 1 月 6 日に“ゆらゆら雪だるま”を作ります♪
詳しくは裏面をご覧ください。

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

