日

①②わくわくランド年齢別プログラム
年齢が近い親子で集まり、成長にあった
製作や運動あそびなどを１階広場でします。
①りんご（１才～２才）１０月６日(火)
「親子で楽しく体を動かそう」
②めろん（２才以上）１０月１３日(火)
「巧技台を使って体を動かそう」
①、②いずれも定員：９組（きょうだい児さん
など子どもの人数で変わることがあります）
時間： １４：００～１５：００ 場所：１階広場
（入室は１３：３０から。プログラム終了後
１５：３０まで自由に遊べます。）
場所：１階広場
持ち物：名札・お茶・タオル・着替え
申込み：９月２５日(金)１０：００から
電話・来所にて受付
※動きやすい服装できてね！

月

木の実や葉っぱなど秋を感じるものを探しに
サプリ村野周辺をみんなでさんぽしましょう。
日時：１０月１２日(月) １０：００～１１：００
持ち物：水筒・帽子・タオル・着替え
対象：未就園児とその親子 ６組
申込み：９月２５日（金)１０：００から
電話・来所にて受付
※雨天の場合は２階うさぎルームにて
運動あそびをします

水

マークの水・日・祝はお休みです
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出張登録会はファミサポの登録です！

木

金

土
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１階広場以外で行うプログラムです

プログラム
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６
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広場

①りんご

⑧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？
１０月のテーマ「見上げてうれしい お月さま絵本」
日時：１０月２６日(月) １４：００～
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
申込み：広場の利用を申込み下さい

プログラム
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⑩さくらんぼ

⑨子育て講座

プログラム

▲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）

⑦出張広場 あおぞら広場

⑥さぷりの双子の会

⑤パパ Day
お父さんと一緒にさぷりで遊びませんか？
手形をとって、翌月のカレンダーも作れます。
日時：１０月１７日（土） １４：００～１５：００
（入室は１３：３０から。プログラム終了後１５：３０まで自由に遊べます）
対象：未就園児とそのパパ （ママの同伴可） 場所：１階広場
申込み：９月２５日（金）１０：００から電話・来所にて受付
ママと子どもさんのみのご利用はできません。ご協力お願いします。

多胎児さんの親子が優先で遊べる
日です。多胎児さんの親子と出会
い、交流しながら自由に遊べます。
日時：１０月２０日(火)
１３：３０～１５：３０
対象：多胎児を育てている
親子とその子ども
申込み：９月２５日(金)１０：００から
電話・来所にて受付

広場さぷりが公園へおでかけします。
青空のもと外でしかできない遊びを
して元気に身体を動かしましょう。
場所：松風荘公園
（星ヶ丘駅から坂を上り、おおさか
パルコープを右に曲がってまっすぐ）
日時：１０月２３日（金）
１０：００～１１：００
対象：未就園児とその保護者
申込み：電話・来所にて随時受付中
雨天中止（中止の場合は当日朝に
広場ＨＰまたはＳＮＳにアップします。）

⑩赤ちゃんとママのさくらんぼ広場
０才の赤ちゃんが優先的に遊べる日です。
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：１０月２９日（木）１４：００～１５：００
（入室は１３：３０から。プログラム終了後
１５：３０まで自由に遊べます）
対象：０才の赤ちゃんとその保護者
定員：９組
場所：１階広場
申込み：９月２５日（金）１０：００から
電話・来所で受付

★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。
インスタグラム、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！
右下の 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

☆広場さぷりの
「いつでも役立つ育児のあれこれ」
Web 配信版☆
もう観ていただけましたか？育児に役立て
てもらえる情報を SNS（Fb・インスタグラム）
でアップしています。これまでは、助産師さ
んによる卒乳のお話しや枚方市の職員さん
に「スマイルひらかたっ子」アプリの登録方
法をお話し頂きました。
ぜひチェックしてみてください♪

★ 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）

広場さぷり公式ＬＩＮＥ アカウント
広場からのお知らせを発信できるように
LINE をはじめました。
例えば・・・広場の利用予約情報や、プログ
ラム、イベント情報の配信、台風や地震な
ど、緊急時のお知らせを配信します。
ぜひご活用ください。
※LINE はこちらからの配信のみとなります。
右の QR コードを読み取って、
お友だち追加してね♪
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～１０月の利用にあたって～
引き続き新型コロナウイルス感染拡大防止対策を行いながら、
予約制で開室しています。
来所の際は検温・手指消毒のご協力よろしくお願い致します。

☆広場の利用の仕方☆
ニコニコ広場（よちよち歩くお子さん以上）と
赤ちゃん広場（およそハイハイまでの赤ちゃん）に
広場を区切り、午前と午後で
入れ替え制にしています。

ＡＭの広場はいっぱい
になりやすいため
利用希望の方は早め
にご予約下さい

１０：００～１２：００ ♪ふれあいタイム １１：４５～
１３：３０～１５：３０ ♪ふれあいタイム １５：1５～
まとめて予約を取られる場合は、１週間に1回で3回分まで予約可能です。
広場さぷりまで電話でお申込み下さい。（ＴＥＬ：072-807-5336）
定員： 午前、午後共に ニコニコ広場６組程度、 赤ちゃん広場３組程度
（1 家庭の利用者が多い場合は調整することもあります。）
※１２：００～１３：３０までは消毒や点検のため、広場を閉室しています。
（ランチルームは使用できません。）

暴風警報が発令された場合には、広場はお休みになります。プログラムも
中止になりますので、広場さぷりの HP・Fb をご確認ください。

～プログラム再開のお知らせ～
～ファミサポに登録して依頼会員になりませんか～
広場さぷりに併設されている枚方市ファミリーサポートセンターでは
子育て中のママやパパをお手伝いしてくれる提供会員さんをご紹介して
皆さんの子育てを応援しています。
困った時やちょっと疲れ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。安心して子育てができるよう、依頼会員になりませんか？

★１０月の出張登録会（今回は同室保育）★
10／17（土）楠葉生涯学習市民センター
10／19（月）メセナひらかた会館
いずれも 10:30～11:30
※要予約
定員 10 名
受付 10/1（木）10:00～

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

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。
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。

コロナウィルス感染防止のため中止にしていたプログラムを 10 月から
段階的に再開します。
・わくわくランドりんご、めろん ・すくすく子育て講座
・さくらんぼ広場
・いっぽにほ
・パパＤａｙ など
プログラムは主に 1 階広場で行うため、その時間は各プログラムに参加される方
のみの入室となります。実施にあたっては、消毒など感染防止対策を行いながら
少人数で実施していきます。
※感染拡大状況によっては、プログラムの開催が出来なくなる場合があります。
広場の HP や Fｂ、インスタグラムなどでその都度発信しますので、
チェックしてくださいね。
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）
月、火、木、金、土 9：30～16：00
TEL・FAX 072-807-5336

