ポートの広場 「みなと」で 遊ぼう！話そう！つながろう！
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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。
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⑫ びっくり箱 SP.

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）8 月はひよこ・りすのみ。
⑤すくすく・ひまわり
： すくすくらんどの新しいクラス。年齢枠をはずしています。午後から。今月は合同で夏 SP をします。
⑥子育てフォーラム
： 1６日（木）40 歳前後のママお待たせしました！保育付「アラフォーママのつどい」。詳細は下記に。
⑦お誕生日会
： 27 日（月）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 2０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。17 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。17 日（金）10:00～11:30
⑪キッズクラブ
: 小学生対象のクラブ。今月は 23 日の夏祭りの運営をしてもらいます。小さい子どもたちを楽しませてあげてね！
⑫ びっくり箱 SP

：28 日（火）10:30～ 色が混ざってふしぎ不思議･･･ 色水遊びをします。2 歳以上。10 組。

⑧ママくらぶ
「すくすくらんど」
① ひよこ：～はいはいをし始めるまで
② りす

： はいはい～概ね 1 歳半

子どもが喜ぶ手作りおもちゃ/第４弾

子育てフォーラム
「アラフォーママのつどい」

「すくすく夏 SP.」

40 歳前後で出産・子育てしているママ。

夏ならでは！の水遊び・どろんこ遊びをします。

仲間作りに苦労していませんか？

汚れても OK な服装で来てね。

実は 同じような立場の方は

8 月９日（木） 10:30～
10:30～11:30

いっぱいいるんですよー。

洗濯遊びやボディペイント、
色水遊びなど。雨天決行です

お母さんたちが集まっておしゃべりしな
がら手仕事を楽しむひととき･･･

うさぎ・ ぱんだ・ひまわりさんは・・・合同で

30 組限定。

「 布でつくるお手玉 PART２」

同年代のママとおしゃべりしましょう！
8 月 16 日（木）10:30～11:30
保育は先着 12 名

８月 24 日（金）10:30～12:00
前回のお手玉が仕上がっていない方も
続きをしませんか？
持ち物：はさみ・針・糸
参加費：100 円 定員 15 名
※保育はありませんが
お子さんを見守りながら･･･ご一緒に。
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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。

「水あそび」をしよう！
園庭の簡易プールで自由に水遊びを楽しんでください。
時間：11 時～15 時（土曜は 1４時）
入るときはシャワーで体を洗ってあげてくださいね。
お互い気持ちよくご利用ください。片付けもお願いします。
※利用時には「あひるくらぶ」ノートに記名の上
水道協力費・一人
一人 10 円を貯金箱に入れてね。

広場「みなと」開放時間
月・火・木・金曜日 10～1６時
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。
ランチタイム

11：50～13：０0

おやつタイム

15：00～

※来所のときは、親子とも名札を持参の上
必ず事務所で名簿に記入してください。

キッズクラブと広場の

「なつまつり」

ポートの小さな子どもたちと合同で夏祭りをす

プールでも遊べるよ～！

るよ！小学生のみんなはお店屋さんをしてね。
23 日（木）10：30～11:30
参加費：ゲーム５つで 100 円です。定員 30 組

※ ポート夏休みのお知らせ ※

小学生は 10 時に集合して会場の準備を
しましょう！交代でゲームも楽しめます。
参加費はいりません。

８月 11 日（土）～14
日（土）～14 日（火）
ポートの広場はお休みします。

※広場は 12 時からです

ポートの事業いろいろ･･･
ひらかた子育て支援者講座
「シングルマザー事情と支援」
日時：８月 2２日（水）10:00～12:00

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
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

会場：ファミリーポートひらかた

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：メセナひらかた ウィルスタッフ 上野 由紀さん

ほか、子育てに疲れた(>_<)･･･時などもご相談ください。
窓口は枚方市 家庭児童相談所：０５０（７１０２）３２２0

シングルになる道を選んだ人、これから考えている人･･･

場所は京阪枚方市駅東隣「サンプラザ３号館４階」です。

本人や子どもたちにとって、生活面・経済面・メンタルな面で
どんな変化があるのでしょうか？

子育て相談
 「個別相談・こころのゆりかご」 要予約

ひらかた子育てサポーター《 まいまい》を紹介します！
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
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

 「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。
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。

の預かり・
「近くの公園に連れてってー」
・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
・違いは･･･依頼する側は会員にならなくてもいいので、必要なときに
すぐに申し込めます (但し急な対応ができないこともアリ)
・ご希望があれば、子ども宅での預かりもできます。

