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）２月４日（火）
「やぶいてビリビリ！新聞紙あそび」
②りんご（１才半～２才半）２月１８日（火）
「寒さをふきとばす運動遊び」
③めろん（２才半以上）２月２５日（火）
「楽器に触れ、リズム遊びを楽しもう♪」
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 ：1/25(土)10：00 から電話、来所にて受付
※動きやすい服装できてね！

プログラムの予定
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※さくらんぼ広場の時間帯13 時半～15 時
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

4

５

① いちご

土
１
⑤プレママ

⑧製作の日
「くまさんバレンタインカード」作り
さぷりでは毎月、季節に合わせた折り紙遊びや製作
をしています。今月はくまさんのバレンタインカードを
作ります♪
日時：2 月14 日（金） AM10:30 頃～ PM14:00 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
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⑦ Ｓ カフェ
☆いっぽにほ

⑤プレママ COMMUNITY 1 歩、2 歩、3 歩
情報交換しましょう（Birthday カードも作りますよ♪）
②広場さぷりの 0 才の赤ちゃんとママが集まる
「さくらんぼ広場」を見学します。抱っこの体験や交流を
しながら産後の赤ちゃんとの生活についての話や情報提
供をします。
日時：①2 月 1 日(土)or2 月 6 日（木）
AM１０：００～１１：３０
②2 月 17 日(月)AM１３：３０～１５：３０
対象：第一子を妊娠中で安定期に入られた方
先着６名 ①・②ともに参加できる方が優先です。
申込み：電話または FAX で随時受付中
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①プレママさん同士で出産やこれからの育児について

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
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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）

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 むらの高等支援学校におじゃまして生徒さんと交流しながらせっけん作りをします。その後、学校でおに
ぎりを食べて解散します。 雨天決行！（カッパ持参） ※実費１００円かかります ※申込みが必要です
日時：2 月7 日（金）10:30～12:30 定員：10 組
対象：未就園児とその保護者 申込み：1/27(月)10:00～受付
Ⅱ サプリ村野周辺をお散歩します。その後、お部屋でおにぎりを食べて解散します。
日時：2 月21 日（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。広場に直接お越しください。 ※雨天の場合は室内あそびにを変更します.
Ⅰ、Ⅱともに持ち物： おにぎり・水筒・敷物・帽子・タオル・着替え

ラポール登録会

２９
広場さぷり
登録会

このマークはファミサポ
登録会です！
（事前に予約が必要です）

⑪保育付き すくすく子育て講座

「プレ幼稚園・幼稚園ってどんなところ？」
プレ幼稚園の選び方や幼稚園の様子など実際に利用
したことのある先輩ママのなまの声をお聞きします。
（さぷり周辺の幼稚園の情報をお伝えする予定です）
日時： 2 月27 日（木）10：15～11：30
場所： ２階うさぎルーム 保育定員：１０組（0 才同室）
対象：今春プレ幼稚園に参加予定児とその保護者
申込み： 2/4(火）10：00～受付

⑩赤ちゃんとママのさくらんぼ広場
普段は様々な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2 月17 日（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
※予約は要りません。直接広場にお越しください

★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！
日時：2 月3 日（月）12:00～15:00
＊12時から13時はランチタイムです。隣のりすル
ームでお昼を食べるので、ご都合の良い方は昼食
をお持ちください。交流は 13 時～はじめます
2 月25 日(火)13:30～15:00
場所：２階うさぎルーム
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
※飛び入り参加も OK！

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？
2 月のテーマ
「とんとん、もこもこ楽しい音の絵本」
日時：2 月10 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
代表 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
⑫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。
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：2 月28 日（金） 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 定員：20 組
申込み：2/4(火) 10：00～受付
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
軽にお声かけ下さい。 個別にゆっくり
相談もできます。（予約制）

～依頼会員出張登録会で会員登録しませんか～
2 月はサポートを受ける依頼会員になるための出張登録会を会場を増やして開催します！
この機会にお近くの会場で依頼会員になりませんか。
※ ファミリーポート、きょうぶん、広場さぷりの登録会は各施設へお申込みください。
楠葉、ラポールの登録会はファミリーサポートセンターへお申込みください。
申し込み先が違いますのでご注意ください。
※ 手続きに必要なものは各施設でのお申込み時にご確認ください。

★依頼会員の登録★２月の出張登録会★
2/10（月）ファミリーポートひらかた 14:00～15:00
2/17（月）すこやか広場・きょうぶん 10:00～11:30
2/20（木）楠葉生涯学習センター 10:30～11:30
2/22（土）ラポールひらかた 10:30～11:30
2/29（土）広場さぷり 10:30～11:30

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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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
＜サークル交流会を開催します！＞
さぷりではお母さん同士のサークル活動を応援しています。
現在 7 団体のサークルが広場のうさぎルームを利用し、活動しています☆
広場さぷり以外でもサークルを行っている方＋部屋を利用したいと考えて
いる方、気になっている方も大歓迎！！みんなで交流しながらサークルにつ
いてお話ししましょう。
日時：2 月 13 日（木） 10：30～11：30
対象：サークル活動に興味のある方（未就園児の親子）
申込み：電話・来所にて随時受付中 保育定員：12 人（0 才同室）

＜さぷりの節分＞
いつものふれあいタイムの時間にみんなで豆まきをして節分の行事を
楽しみましょう。鬼さんも登場するよ！
日時：2/3(月)11：15～12：00 持ち物：くつ袋
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。
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

