


⑤さぷりのひな祭り 
いつものふれあいタイムがひな祭りバージョンになります。 
ふれあい遊びや、ひな祭りの歌をうたってみんなで行事を楽しみ
ましょう。おだいりさまとおひなさまの変身衣装もありますよ♪ 
日時：3月3日（火）11:30～12：00 
予約は要りません。直接広場にお越し下さい。 
 
 

⑩保育付き すくすく子育て講座 

「保育園入園前のしゃべり場」 

入園することで親や子どもの生活はどう変わるかな？ 

家事、育児との両立や子どもの集団生活について 

みんなで一緒に考えましょう。 

日時： 3月23日（月）10：15～11：30 
場所： ２階うさぎルーム  保育定員：12人（0才は同室） 
対象：今春保育園入園を控える親子 
申込み： 3/2（月）10：00～電話・来所にて受付 

⑥製作の日「紙コップで飛び出す お花を作ろう！」 

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。年齢に関わらず親子で一緒に楽しもう！今月は、紙コッ

プとストローを使って飛び出すおもちゃを作ります。 

日時：3月9日（月）午前10：30～・午後14：00～ 

予約は要りません。直接広場にお越し下さい。 
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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）３月１０日（火） 

「マットやトンネルで身体を動かそう！」 

②りんご（１才半～２才半）３月１７日（火） 

「リズムに合わせてとんだりはねたりして遊ぼう♪」        

③めろん（２才半以上）３月２４日（火） 
「みんなで楽しい思い出を作ろう♪」                   

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 ：2/25(火)10：00から電話、来所にて受付          

 ※動きやすい服装できてね！ 

 

⑨パパ day 

この日は1日中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、トークタイムがあ
るのでぜひ参加してくださいね！ 
日時：3月21日（土） 
場所：１階広場 対象：未就園児とそのパパ 
予約は要りません。直接広場にお越し下さい。 
※予約はいりません。広場へ直接お越しください 

⑪赤ちゃんとママのさくらんぼ広場 

普段の広場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：3月26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 

⑧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 サプリ村野内の周辺をお散歩します。その後みんなでおにぎりを食べて解散します。 
日時：3月13日（金）10：30～12：00 

Ⅱ サプリ村野内のビオトープ周辺で遊びます。その後、みんなでおにぎりを食べて解散します。 
 日時：3月27日（金）10：30～12：00 

 
Ⅰ、Ⅱともに持ち物： おにぎり・水筒・敷物・帽子・タオル・着替え 
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. 

④たんけん隊３期活動中！  

今春入園を控える概ね３才の子どもたちグループを作り、 
遊ぶ楽しさを体験するプログラムです！ 
2020年度Ⅰ期募集スタートします。詳しくは裏面をご覧ください。 
 

▲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） 

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 

※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。 

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。 
日時：3月30日（月）10：00～11：00 
場所：岡本町会館 (枚方市駅から徒歩6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：3/2（月）10：00～電話・来所にて受付 

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） 

プログラムの予定 

⑦Ｓ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：3月10日（火）14：00～15：30 
場所：2階りすルーム  ※予約はいりません。 

ラポール登録会 

プラレール週間 



★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：3月9日（月）10：00～13：00 

＊交流会終了後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。 

     3月19日(木)10：00～12：00 
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！ 

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  

 
 
 

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） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

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 

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！ 

☆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？ 
3月のテーマ 
「でんしゃで行こう！」の絵本 
日時：3月16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 
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2019年 3月号 Vol.83 

 

2 

 

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 

 

 

 

さぷりだより３月号 
 

＜プラレール週間＞ 
広場に期間限定でプラレールコーナーを設置します！普段の遊びに加えて、た
くさんのプラレールを自由につなげて遊ぼう♪ 
期間：3月2日（月）～7日（土） 13：00～16：00（4日水曜日はお休みです） 
予約は要りません。直接広場にお越しください。 
 
 

 

 
＜たんけん隊 2020年度 1期募集＞ 
来春幼稚園に入園予定の概ね 3 才になられるお子さんがお母さんと一緒に参加し、
小集団で仲間との繋がりをもちながら色々な体験をする 8 回連続プログラムです。 
4/13・20、5/11・18、6/1・15、7/6・13 いずれも月曜日。 
応募受付：3月9日～3月24日来所にて受付 （応募多数の場合は抽選となります） 
 

今月のイベント 
 

 

 

ファミサポでは子育て中のママ・パパの日頃のちょっとしたお困りごとの手助け（送迎など） 

をしてくれるサポーターさんをご紹介しています。例えばこんな方・・・4 月からお仕事復帰される方 

お子さんが入園・入学をされる方…など。 

ファミサポの会員登録を済ませて、春からの新生活を 

迎えませんか？ 

 

 
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 

 

～サポートをうまく利用して楽しく子育て！～ 

★３月の出張登録会（保育あり）★ 
3/14（土）メセナひらかた 10:30～11:30 

3/17（火）楠葉生涯学習センター 10:30～11:30 

※要予約 3/2（月）10：００～受付 

 

～お願い～ 
広場ではスタッフが子どもさんをお預かりすることもありますので、感染症の多い時
期はマスクを着用させていただくことがあります。また、受付に消毒液を設置してい
ます。みんなが安心して過ごせるように手指の消毒のご協力をお願いします。 

 

～新年度の登録について～ 
4 月から新年度になり、保護者用名札の
色が変わります。登録内容の確認もさせて
いただきますのでご協力ください。 


