
社会福祉法人 大阪水上隣保館 

ファミリーポートひらかた 

枚方市招提南町 2-50-1  

Tel＆Fax 072（850）4400 

 広場開放時間 

月火木金曜日 10～16 時 

（電話での受付・問い合わせ 17 時まで）  

土曜日 10～15 時  水・日祝休み   

駐車場：施設内５台 第２駐車場 15 台あります。 

ホームページ http://familyport.jp/ 

  

                                                                          

  

  

  ⑥おでかけこあら 第Ⅲ期  
  

お母さんと赤ちゃんの友だち作りや、交流

をメインにした６回連続のグループ活動

です。 

 

日時：11 月 9 日 

クリスマス会の準備とお茶会 

11 月 30 日 親子ヨガ 

   12 月 14 日、21 日 

10:30~11:30（いずれも金曜日） 

対象：９ヶ月までの赤ちゃんとおかあさん 

定員：14 組 

＊第Ⅲ期の募集は終わっています。 

 

来年、子どもをプレ幼稚園に行かせたい

と思っている方、興味のある方、報徳幼

稚園、牧野幼稚園、春日丘幼稚園,清香幼

稚園のプレ幼稚園の話を先輩ママがして

くれます。 

 

日時:11 月 15 日（木）10:30~11:30 

対象:未就園児の保護者  

定員：16 名   保育：12 名（1 歳～） 

＊受付は、11 月 1 日(木)10 時～ 

④出張広場「うちの実家」 

支援の少ない香里園町にポートが出張し

ています。ベテランのスタッフによる手遊

びやふれあい遊び、絵本を読んだり･･･実

家気分で、親子でゆったり過ごしてくださ

いね。 

 

日時：11 月 16 日（金）10:０0～11:30 

場所：香里園町・第二香里会館 

※駐車場はありません。 

⑤保育付きフォーラム 

「プレ幼稚園ってなあに？」 

ほっこり、ゆっくり、しみじみ… 

子どもを遊ばせながら、子どものこ

と、私のこと、いろいろ話せるサロン

です。話をするとストレス解消！ 

 

日時：11 月１日（木）10:30～11:30 

対象：未就園児の保護者 

定員：8 組 

 

 

 

 

 

②異世代交流プログラム 

すくすくらんど 「落ち葉ひろい」 

平成 30 年 11 月号 

VOL.170 

 

 

 

ファミリーポートひらかた 

※申し込み受付は 10月 25 日(木)10:00～です。 

電話または来所して申し込んでください。 

プログラムによっては、申し込み日が異なる場合があります。 

 

ポートの夏休み 

11 日～15 日まで 

お休みします。 

 

 

赤ちゃんとお母さんのためのプログラ

ムです。ふれあい遊びをしたり、おしゃ

べりしたりゆったり過ごしましょう。 

 

日時：11 月 2 日(金)14:00～15:00 

対象：0 歳の子どもとおかあさん 

定員：10 組 

持ち物：赤ちゃんを寝かせるバスタオル 

＊当日参加も OK 

年齢の枠をこえてみんなで一緒に活

動します。今月は、落ち葉やドングリ

を使って、世界に一つだけのわたしの

作品を作りましょう。 

 

日時：11 月 8 日(木)10:30～11:30 

対象：1 歳以上の子どもと保護者 

定員：20 組 

① 赤ちゃんとママの 

おしゃべりタイム 

日 月 火 水 木 金 土 

  

   

   １    ２ ３ 

③ほっこり 

トーク 

ひろば 

①赤ちゃんとママの

おしゃべりタイム 

ひろば 

 

４ 5 ６ ７ ８ ９ 10 

 赤ちゃん広場 

 

 

ひろば 

⑧自動車文庫 

本となかよし 

*チューリップ植え 

ひろば 

 ②すくすく  

  らんど 

 

ひろば 

⑥おでかけ 

こあらⅢ－３ 

赤ちゃん広場 

ひろば 

ひろば 

11 12 13 14 15 16 17 

 ⑦ママ 

ボランティア 

赤ちゃん広場 

ひろば 

⑨からだあそび 

 

 

ひろば 

 ⑤保育付き 

フォーラム 

 

ひろば 

④うちの実家 

⑪もぐもぐ 

赤ちゃん広場 

ひろば 

ひろば 

18 19 20 21 22 23 24 

 赤ちゃん広場 

 

ひろば 

⑧自動車文庫 

本となかよし 

ひろば 

 ⑦ママ 

ボランティア 

ひろば 

 ひろば 

25 26 27  28    29    30 

 
 ⑩親子で学ぶ 

交通安全教室 

赤ちゃん広場 

ひろば 

⑨からだあそび 

 

 

ひろば 

  

 

 

ひろば 

⑥おでかけ 

こあらⅢ－4 

赤ちゃん広場 

ひろば 

 

③ ほっこりトーク 

＊工事のお知らせ＊10 月３日(金)～12 月 14 日(金)

まで、ポートの屋根・外壁他の工事をします。安全

面には十分気をつけて、通常通り運営します。園庭

もお部屋も利用できるので遊びに来てね！ 

http://familyport.jp/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

                 

                  

                  

                  

                  

                   

 

⑦ママボランティア 

 

11 月 12 日(月)、22 日(木)10:30～11:30 

つくり隊：子どもさんと一緒に、自分たちも広場のみんな

も楽しめるような活動をします。 

掲示板 12 月の飾りづくりの予定です。 

てつだい隊：子どもさんが幼稚園に行き、少し時間が空い

たお母さん達に、スタッフから手伝ってほしい

事をお願いします。 

＊当日参加・1 回だけの参加 OK（予約なし） 

＊作業の後はお茶でも飲みながらおしゃべりしませんか？ 

ポート事業いろいろ 

ポートの一日 親子で遊ぼう！ 

お楽しみタイム:11:40～ 

アヒルのダンス、ふれあい遊び、絵本の読み聞か

せなど、スタッフと一緒に親子で楽しみましょう 

ランチタイム:12:00～ おやつタイム:15:00～ 

（飲食は、ぺんぎんの部屋でお願いします） 

外遊びは 14 時まで。 

※来所の時は親子とも名札を持参の上 

必ず事務所でカード提示をお願いします。 

初めての時に、お子さんの名札を作ります。 

 

※ポートの道順をナビで調べると、狭い農道に誘導される 

可能性がありますので、分からない場合はポートに 

お問い合わせ下さい。 

ＦＢやブログで

ポートの様子や

おしらせを発信

しています。 

見てくださいね。 

 
赤ちゃん広場！ 

        赤ちゃんと保護者の方に 

        11 月 5 日(月）、9 日（金）、12 日（月）、16 日（金） 

19 日(月)、26 日(月）、30 日(金) 14 時～16 時 

        いるかの部屋で遊んでもらえます。 

親同士の交流の場としても利用ください。 

26 日(月)は、保健師さんが、体重を測ってくれます。ちょっとしたこと

でも気軽に相談できますよ。 

＊おおきい子どもたちは、いるかの部屋のお気に入りのおもちゃを持っ

て、ぺんぎんの部屋で遊んでくださいね。ご協力お願いします。 

 

 

育児のお助け隊 

ひらかた子育てサポーター 

まいまい 

ちょっと子どもを預けたい時,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

の預かり、体調が悪い時の応援、保育所の

送迎など、ママの”ちょっと困った“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。） 

※ポートのＨＰから詳細を見ることができ

ます。あるいは、ポートの事務所までお問

合せ下さい。 

 

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 

2 歳～小４のお子さんを一時的にお預か

りしています。専用のお部屋「みさきル

ーム」を日帰りや宿泊で利用することが

できます。 

保護者の入院・病気・出産・冠婚葬祭 

などの他、子育てに疲れた(>_<)…時な

ど、利用しませんか？ 

 

窓口は、枚方市子ども総合相談センター 

０５０（７１０２）３２２０ 

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 

♦「個別相談」要予約 

 育児についてやお母さん自身のことな

ど、お話できます。 

♦ポートに遊びに来た時にも気軽に声を 

かけて下さい。スタッフが小さな困り

ごとのお手伝いをします。 

♦「子育ていつでも電話相談」 

 専用電話：０７２（８５０）７３３７ 

 土日・夜間などいつでも子育ての相談

ができます。 

 

  ⑩親子で学ぶ交通安全教室 

 

枚方市の交通対策課の職員さ

ん、枚方警察署の協力で交通安

全のルールを学びましょう。 

〝ひこぼしくん“も来るかも？ 

 

日時：11 月 26 日（月） 

   10:30～11:30 

定員：20 組 

対象：未就園児と保護者 

受付は、11 月 2 日(金)10 時～ 

⑪もぐもぐ 

「スイートポテトづくり」 

 

ポートで収穫したお芋でスイー

トポテトを親子一緒に作ります。 

 

日時：11 月 16 日(金) 

   10:00～11:30 

対象：2 歳以上の子どもと保護者 

定員：10 組 

持ち物：エプロン・三角巾・お皿・

フォーク・お茶(親子共) 

参加費：一人 50 円 

 

⑨からだあそび 

 

ホールで親子一緒に思いっきりからだ

を使って遊びます。 

いろいろな遊びができるよ！ 

 

日時：11 月 13 日(火)・27 日(火) 

   13:30～14:30 

⑧スタッフと一緒に自動車文庫 

        本となかよし 

 

ポートのホールでゆっくり本を楽しみませんか？ 

中央図書館の職員さんが 500 冊ほど車で運んで来てくれ

ます。子どものカードも作れます。また、読みたい本のリ
クエストもインターネットでできます。 
スタッフが一緒に本を選んだり絵本の紹介をします。 

 

日時：11 月６日（火）・20 日（火） 

     （2 週間に 1 度来ます。） 

場所：ポートのホール 13：20～14：20 

※返却はどこの図書館でも OK です。 

＊地域の方もご活用ください。 

 

 

遊びを通して 

子どもの創造力

を育てよう！ 

11 月 6 日(火) 

10:30～ 

チューリップ植えと玉

ねぎ植えをします。 

汚れても良い服装で参

加してね！(要予約) 

 


