①②わくわくランド年齢別プログラム
らようちえん
年齢が近い親子で集まり、年齢にあった
製作や運動あそびなどを行います。
①りんご（1 才～2 才） 5 月 11 日(火)
「お花紙でフワフワ、ビリビリ楽しもう♪」
②めろん（2 才以上） 5 月 25 日(火)
「リズムに合わせて体あそび」
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 定員：7 組

⑤ｂａｂｙ ｔｉｍｅ
赤ちゃんを育てるママ同士、子育てについてのお話や
情報交換をし、他の親子さんの関わりやあそび方を
見て一緒に学び合いましょう。
今月のテーマは
「ママのリフレッシュの仕方どうしてる？」です。
日時： 5 月 10 日(月)14：00～15：00
対象： 0 才の親子 9 組

⑥パパ Day

⑦製作の日
「てんとう虫のリーフポケット」

お父さんと一緒に広場で遊びませんか？手形をとって翌月の
カレンダーを作ってふれあい遊びもします。パパ同士の交流も
あります。
日時：5 月 15 日（土）10：30～11：30
対象： 未就園児とそのパパ
場所： １階広場 定員： 9 組
※部屋の定員を制限しているためママの同伴はできません。

５月
月

多胎児さんの親子が広場で優先に遊べる日です。
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：5 月 21 日（金）10：00～12：00
場所：１階広場
対象：多胎児を育てている親子 定員：6 組

⑪さぷりの出張広場『青空ひろば』
at 松風荘公園
広場のスタッフが地域の公園や生涯学習センターに出張
します！今月は広場近くの松風荘公園であそびます。
青空のもと元気いっぱい体を動かしましょう。
日時： 5 月 28 日(金)10：30～11：30
場所：松風荘公園（星丘 3 丁目 18）
対象：未就園児とその保護者
直接、公園へお越し下さい。
※雨天中止（中止の場合は当日の朝に広場のHP/SNSに
アップします）
※駐車場はありません。
●

内のプログラムの申込みは
4 月 26 日（月）14:00～受付します。
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④親子で Let’s チャレンジ 「おしゃべりさんぽ」
ネーミング通り、親も子もいろいろなことにチャレンジする
プログラムです。今回はサプリ村野の周辺をさんぽしま
す。草木や鳥、虫など自然を見つけながら歩きましょう！
日時： ①5 月 7 日（金）0 才
②5 月 20 日（木）1 才以上～
10:30～11：30
定員：各 6 組ずつ
申込み：5 月 1 日（土）14：00 から
持ち物：帽子、タオル、着替え、水筒など
※動きやすい服装できてね。
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絵本は心の栄養です。絵本の選び方や楽しみ
方を広場で紹介します。
“絵本で子育て”始めませんか？
5 月のテーマは
「とりといっしょにうたう絵本」です。
日時：5 月 24 日（月）14:00～
場所：１階広場 定員：9 組
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
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折り紙で、てんとう虫を折り、葉っぱの台紙に貼ってウォー
ルポケットを作ります。
日時：5 月17 日（月）
広場の利用時間中、自由に製作できます。

金

このマークの（水・日・祝）
はお休みです。
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⑪出張広場

はファミサポの会員になるための
出張登録会です！詳しくは裏面を
ごらんください。

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。プログラム前後30 分は広場で遊べます。
日時： 5 月27 日（木）14：00～15：00 申込み： 5 月7 日（金）14:00 から
対象： 0 才の親子9 組 場所： １階広場
⑫保育付き すくすく子育て講座
「幼稚園入園前のしゃべり場」
来春、幼稚園入園を控える親同士で幼稚園についておしゃべりしましょう！
日時： 5 月31 日 (月) 10：30～11：30 場所： 2 階 うさぎルーム
対象： 来春幼稚園入園を控える親
定員： 6 組
申込み： 5 月6 日（木）14：00 から
保育：1 才以上の希望者のみ 保育定員4 人 （0 才は同室になります）

2021 年 5 月 VOｌ.97

さぷりだより 5 月号
大阪府の緊急事態宣言が解除されるまで、
広場の閉室とプログラム中止期間が延長さ
おしゃべり相談受付中！

れました。

「お家あそびのネタも尽きた！」
「外に出られず気分が落ち込む」
「他の親子と交流できずさみしい」
「誰かと話したい」‥‥など
子どもを遊ばせながらスタッフと
お話ししましょう！

・今後の動向は日々変化しますので、広場やプログラムの
予約についてなど、その都度 HP,SNS（インスタ、FB、LINE）
でお知らせしますのでご確認ください。
ファミリーサポートセンターは

ふぁふぁふぁファミリーサポ

通常通り、業務を行っております。

～サポートをうまく利用して楽しく子育て！～

ートセンターは

ファミリーサポートセンターでは、子育て中のママ・パパがリフレッシュしたい時や通院な
ど困った時に、お子さんを預かったり、送迎してくれる提供会員さんをご紹介しています。
安心して子育てが出来るよう依頼会員になりませんか？
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。
おやこの広場で
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。
提供会員さんに

★5 月の出張登録会（保育あり）★

預かってもらうこと
もできます♪

5/29(土)楠葉生涯学習市民センター
※要予約 ５/1(土)10:00～受付
・いずれも 10:00～11:00
・要予約 定員１０名
生後 4 ヶ月から保育あり（要予約先着５名）

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、コロナによる閉館、開館のお知らせや
台風、地震などの緊急時のお知らせをＨＰ、ＬＩＮＥなどで配信しています。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、「おやこの広場 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

5/24(月)総合文化芸術センター別館
（旧メセナひらかた会館）

☆広場さぷり SNS のお知らせ☆

※おやこの広場での利用は
広場予約が必要です。

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

広場さぷり
LINE QR ⇒

広場さぷり
HP QR ⇒

社会福祉法人 大阪水上隣保館 おやこの広場 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
月・火・木・金・土 9:30～16：00

