ポートの広場 「みなと」で
遊ぼう！話そう！つながろう！

3 月号
ポートは 元公立幼稚園の施設を利用した子育て支援施設です。
親子で自由に遊べるように、砂場やすべりだいのある園庭と
教室２部屋をプレイルームとして開放しています。

日

月

火

水

木

金
土
１
２
広場『みなと』 広場『みなと』

３月分の申込み受付は 2 月 21 日（木）からです。

びっくり箱 SP

３

４
５
広場『みなと』 広場『みなと』

６

⑫ＮＰ講座⑥

10

11
12
広場『みなと』 広場『みなと』

13

⑫ＮＰ講座⑦

17

20

⑫ＮＰ講座⑧

24・31

①すくすく・ひよこ

②すくすく・りす

（10〜15 時）

14
広場『みなと』

15
⑨ほっこり・トーク

16
広場『みなと』

⑩出張・うちの実家

（10〜15 時）

21
22
23
広場『みなと』 広場『みなと』 広場『みなと』
⑥赤ちゃん学講座

25
26
広場『みなと』 広場『みなと』
⑦ お誕生日会

７
８
９
広場『みなと』 広場『みなと』 広場『みなと』

③すくすく・うさぎ

18
19
広場『みなと』 広場『みなと』

27
支援者講座
「子ども青少年部って」

（10〜15 時）

⑧ ママくらぶ

「ぽん菓子体験」

28
29
30
広場『みなと』 広場『みなと』 広場『みなと』
④すくすく・ぱんだ

（10〜15 時）

①②③④：すくすくらんど：子どもさんの成長に合わせて４つのグループに分けています。
（下記参照）
。
⑥赤ちゃん学講座
： 21 日（木）
「食育について」
。詳細は一面に。
⑦お誕生日会
： 26 日（火）10:30〜11:30 参加費 100 円(プレゼント代込) 電話予約はできません。〆切は 19 日。
⑧ママくらぶ
：今年度は子ども達が喜ぶおもちゃを手作りします。詳細は下記にあります。
⑨ほっこり・トーク
： ほっこりゆっくり、しみじみ･･･子どものこと私のこといろいろ話せるサロンです。１5 日（金）10:30〜
⑩出張広場「うちの実家」： 香里園町の第２香里会館で子育て広場をしています。気軽にどうぞ。15 日（金）10:00〜11:30
⑪キッズクラブ
: 小学生対象のクラブ。今年は好評のクッキングを中心に開催します。 今月は「ぽん菓子体験」お手伝い。
⑫ＮＰ（ノーバディズパーフェクト）講座：８回連続の固定メンバーのグループワークです。今期のテーマは「振り返ってみよう、私の子育て」

「すくすくらんど」
･･･おおむね年齢でグループ分けしています。
① ひよこ：〜はいはいをし始めるまで

⑧ママくらぶ
子どもが喜ぶ手作りおもちゃ

枚方の小学生 集まれー！ 今年のキッズは
クッキングの達人を目指すよ！

「ダンボールで作るカタカタ人形」

② りす ：はいはい〜概ね 1 歳半
③ うさぎ：1 歳半〜２歳半

お母さんたちが集まっておしゃべりし

④ ぱんだ：2 歳半以上

ながら手仕事を楽しむひととき･･･
それがポートの「ママくらぶ」です。

うさぎとぱんださんは動く遊びが多いので、
上靴を持って来てね。
定員：それぞれ 20 組

3 月 22 日（金）10:30〜12:00
持ち物：30cm ものさし・はさみ
定員：10 名 参加費：100 円

時間：10:30〜11:30 予約が必要です。

※保育はありませんが

名札もお持ちください。

お子さんを見守りながら･･･ご一緒に。

⑪ キッズクラブ
「ぽん菓子体験しよう！」
23 日（土）10 時〜12 時
持ち物：エプロン・三角巾・水筒
ぽん菓子イベントのお手伝い
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社会福祉法人 大阪水上隣保館・子ども家庭支援センター

ファミリーポートひらかた
枚方市招堤南町 2-50-1

Tel.＆Fax 072（850）4400

＊電話での受付・問い合わせ：月火木金曜日 10〜17 時 土曜日10〜15 時 水・日祝休み
＊ホームページ http://familyport.jp/
＊申し込み開始日：前月の 20 日１０時から（水・日祝除く）
＊駐車場：施設内５台 第２駐車場 15 台あります。

広場「みなと」開放時間

「ぽん菓子 体験しよう！」
3 月 23 日（土）10:30〜11:30

月・火・木・金曜日 10〜1６時

お米と砂糖をミニぽん菓子機に入れると･･･
「ポン！！」という音と共にぽん菓子が出来上がります。
そんな体験をお持ちでしょうか？

土曜日

10〜15 時

水・日曜日

お休み

プレイルームの「ぺんぎん」では飲食も OK。

白米の他に、玄米やコーヒー豆、栗など･･･これまでにいろいろな

ランチタイム

11：50〜13：０0

もので試してきた、実験感覚のプログラムです。

おやつタイム

15：00〜

小さなお子さんでも食べられる優しい食品ですよ。

※来所のときは、親子とも名札を持参

参加費：大人 1 人につき 100 円（子どもは無料）

の上必ず事務所で名簿に記入

してください。

赤ちゃん学講座 「食育について」

びっくり箱 SP.「ひなまつり」

日時：3 月 21 日（木）10:30〜11:30

ポートのホールにお雛さまを飾ります。

講師：栄養士 井村 洋子さん

見に来てねー。 もちろん男の子も来てくださいね！

赤ちゃん向けの食育講座です。

日時：3 月 1 日（金）10:30〜

離乳食も含めてお話ししていただきます。
親子でご参加くださいね。

ポートの事業いろいろ･･･
ひらかた子育て支援者講座
新設「子ども青少年部」を知ろう

ショートステイ・トワイライトステイ事業
ポートでは、枚方市からの委託事業で、子どもを一時的にお預かり

日時：3 月 2７日（水）13:30〜15:30

しています。専用のおへや「みさきルーム」を日帰りや宿泊で利用

場所：ラポールひらかた

することができます。保護者の入院・病気・出産・冠婚葬祭などの

講師：枚方市役所 子ども青少年部 課長さん

ほか、子育てに疲れた(>̲<)･･･時などもご相談ください。

今年度新しく開設された子ども青少年課の

窓口は枚方市 家庭児童相談所：０５０（７１０２）３２２0

役割や業務について伺います。

場所は京阪枚方市駅東隣「サンプラザ３号館４階」です。

子育て相談

ひらかた子育てサポーターを紹介します！
《子育てサポーター まいまい》

「個別相談・こころのゆりかご」 要予約
「子育ていつでも電話相談」

ちょっと子どもを預けたいときってありませんか？
ポートが養成した子育てサポーターは子育て経験者か保育士

専用電話：０７２（８５０）７３３７

資格を持つ方たちです。サポーター宅あるいは子どもの自宅で

土日・夜間などいつでも子育ての相談ができます。

の預かり・
「近くの公園に連れてってー」
・保育所の送迎など、

ポートに遊びに来たときにも気軽に声をかけてください。
「子育てアドバイザー」
「相談スタッフ」がお聴きします。

ママのʻちょっと困ったʻをお手伝いしています。
（料金その他は枚方市の「ファミサポ」に準じています）
詳細はポート・事務所までお問い合わせください。

