※申し込み受付は 1 月 2０日（土）10:00～です。
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。
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ファミリーポートひらかた

リトルモンキーは運動と製作の両方を親子で

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/
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たくさんの参加、待っています。
日時：２月８日（木）10:30～11:30
対象：1 歳
☆お茶・着替え

③赤ちゃんとママのおしゃべりタイム
金

土

２

３

９

10

16

ファミサポ
登録会

「うちの実家」
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定員：15 組

☆動きやすい服装

⑤出張広場

赤ちゃんとお母さんが集まって、子育てについ
て聞きあったり、情報交換したりのんびりした
時間を過ごしています。今回はでんでん太鼓を
作ります。参加
※受付は 2 月 1 日（木）10:00～です。
日時：２月 1６日（金） 14:00～15:00
対象：0 歳とその保護者 定員：20 組
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①リトルモンキー
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自動車文庫は、13 日と 27 日にあります。

⇐（このマークが目印です。）

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：２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。

⑦ママボランティア
子育て中のママさん大募集！！
小さいお子さんがいても大丈夫です。
お子さんと一緒に、あなたのできることを
ポートの広場でチャレンジしてみませんか。
日時：2 月 5 日（月）・27 日（火）
10:30～11:30
※ママボラさんの作品をブログにアップして
います。参考にしてね。

②すくすくモンキー
運動中心のプログラム「さくらんぼ体操」を
取り入れて、色々な身体の使い方を、リズム
遊びを通して身につけます。親子参加です。
日時：２月 22 日（木）10:30～11:30
対象：2 歳～
定員：15 組
☆動きやすい服装 ☆基本裸足
☆お茶・着替え
④おでかけこあら

第４期

お母さんと赤ちゃんの友だち作りや交流を
メインに、体を動かしたりします。
６回連続のグループ活動です。
日程：2 月 9 日・23 日
3 月 9 日・23 日
時間:10:30~11:30 定員：14 組
対象：９ヶ月までの赤ちゃんとその保護者
※今期の募集は締め切っています。

⑥ほっこりトーク
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。
日時：2 月１日（木） 10:30～11:30
対象：どなたでも
※当日参加も OK です。

⑧保育付き 子育てフォーラム
「子どものイヤイヤ期のつきあい方」
子どもの気持ちの受け止め方、子どもに
分かりやすい伝え方などのポイントを
軽快なトークを交えて、奥村重子先生に
お話していただきます。
※受付は 2 月１日（木）10:00～
日時：2 月 26 日（月）10:30～11:30
講師：奥山重子先生
対象：未就園児の親 定員：20 組
保育：12 名

⑨もぐもぐ「すいとん作り」
～季節の野菜を使ってすいとんを作ろう！～
「すいとん汁」って知ってますか？
すいとんは小麦粉を団子状にしたものです。
みんなでこねこね…さぁ
～どんなすいとんが
できるかな？
親子で食への関心を高めよう！
日時：2 月 19 日（月） 10:00～11:30
対象：2 歳～ 定員：8 組 参加費：100 円
持ち物：三角巾・エプロン・おわん・おはし
タオル

自動車文庫が来るよ

子育て相談

⑩ファミリーサポートセンター依頼会員登録会
ファミサポではサポートをして下さる
提供会員をご紹介して、子育ての応援
をしています。
今回はポートに出向いての依頼会員
説明会を開催しますので、この機会に
依頼会員になりませんか。
日時：2 月 15 日（木） 10：00～11：30
定員：10 名（保育同室 10 名）
持ち物：保護者の顔写真 2 枚
（縦３㎝×横２㎝）
印鑑（朱肉のもの）
※2 月５日（月）午後 1 時～ポートにて
電話受付（先着順）

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。子どもの本や大
人向けの本など色々な種類の本がありま
す。個人カードを作る方は、住所の確認
できる物をお持ち下さい。
読みたい本のリクエストもできますよ。
親子で読書タイムはいかが？
日時：2 月 13 日（火）
・27 日（火）
（2 週間に 1 度来ます。
）
場所：ポートのホール 13：20～14：20

♦「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」
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。

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。

ポートの広場開放時間
月・火・木・金曜日 10～16 時
土曜日 10～15 時
水・日・祝日 お休み

※返却はどこの図書館でも OK です。

おでかけこあら 4 期が
始まりました！
プログラムの内容を何
にするかみんなで話し
合い決めました。
ヨガやお茶会をする予
定です。

ポートでは、枚方市からの委託事業で
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
どもご相談下さい。

歯科衛生士さんに来ていただ
き、歯の健康について学び、
個別に歯のブラッシング指導
をしていただきました。

プレイルームの「ぺんぎん」では飲食も OK
お楽しみタイム:11:40～
ランチタイム:12:00～ おやつタイム:15:00～
※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と名簿の記入をして下さい。
初めての時に、お子さんの名札を作ります。

問い合せ:Tel＆Fax

072(850)4400

※ポートの道順をナビで調べると、農道の可能性があり
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。
※プログラムの様子は、順次ブログでアップしています。
ご覧下さい。

