
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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←このマークは

お休みです。 

 

 

日 月 火 水 木 金 土 
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 ⑤「うちの 

実家」は中止

になります 

 

 

 

17 18 19 20 21 22 23 

 

②りす 

 

⑩さつまいも

の苗を植えよ

う 

⑨自動車文庫 

本となかよし 

 

⑥フォーラム ⑬からだ 

  あそび 
 

 

 

24/31 25 26 27 28 29 30 

 

①赤ちゃんとマ

マのおしゃべり

タイム&赤ちゃん

広場 

⑧平野公園で

遊ぼう 
 

③うさぎ 

＆④ぱんだ 

  

 

一緒に手遊びしたり、絵本を読んだり、そ 

してお母さん同士で赤ちゃんのお世話の仕

方や毎日の過ごし方など気軽におしゃべり

しましょう！ 

日時：５月 25 日(月)14:00～15:00 

対象：0 歳の子どもとおかあさん 

持ち物：バスタオル 

 当日、直接お越しください。 

日程の関係で合同でします 

➀赤ちゃんとママのおしゃべりタイム 

    ＆ 赤ちゃん広場 
②りす（10 ヶ月～１歳半） 

「運動あそび」 

  日時：5 月 18 日（月）10:30～11:30 

  受付：10:15～ 

 

日程の関係で合同でします。 

③うさぎ（1 歳半～2 歳半） 

  ＆ ④ぱんだ（2 歳半以上） 

「絵の具を使って遊ぼう！」 

  日時：５月 28 日（木）10:00～11:30 

 ＊開始時間が 10:00～になります 

  （受付時間 9:45～） 

定員はそれぞれ 20 組（要予約） 

持ち物：お茶・着替え・タオル 

歯のお手入れ法や虫歯にならないために

知っておきたい大切なことなど教えても

らいましょう！ 

日時：５月 21 日(木)10:15～11:30 

講師：芳賀順子さん 

対象：歯の生え始めから就園前児の保護者 

定員：16 名  保育：12 名（１歳～） 

＊申込は５月１日（金）1０:00～ 

 

 

 

 

 

⑥託児付きフォーラム 

～歯科衛生士さんに聞く～ 

健康な歯を保つための毎日のケア 

 

 

 

 

」 

 

 

 

 

⑦おでかけこあら 

 第Ⅰ期は中止になりました。次回は下記の日程

で開催します。 

 
赤ちゃんとお母さんの友だちづくりや、 

交流をメインにした４回連続のグループ活動で

す。おでかけこあらで“親子の絆”を深めよう！ 

対象：９ヶ月までの赤ちゃんとお母さん 

定員：12 組 

 

 ＊第Ⅱ期（6/9，23，7/14，28）の申込は 

６月 1 日(月)10 時～4 日（木）16 時までです。

申込多数の場合は抽選になります 

 

ファミリーポートひらかた 

※申し込み受付は５月 7 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、申込日が異なる場合があります。 

 

←このマークは

お休みです 

コロナウィルス感染症の拡大防止のため、５月６日までひろ

ば開放は中止になりました。プログラムの申し込みは受付し

ておりますが状況によっては中止となる場合もあります。 

ご理解ご協力のほどよろしくお願いします。 

 「おうちにいてね」という毎日が続いていますが、皆さんいかがお過ごしですか？ 

おうちの中でも楽しいことはみつけられているかな？おうちでも楽しめるように、ポートの FB で

「お楽しみタイム」、「今日のポートの様子などを配信しています。親子で作る制作グッズも門にかけ

ています。お散歩がてら持って帰ってつくってくださいね。 

コロナ対策のため、プログラムは後半に集中しています。そのため今月に限って合同になるものや中

止が決まっているものもありますのでご了承ください。 

事務所はあいていますので、ちょっと話したくなったら気軽に電話ください。待っています。 

 ⑤うちの実家 

 感染症拡大防止のため、今月は中止になりま

した。 

 

http://familyport.jp/


     

  

 

 

  

 
 

 

  

 

  

 

                 

                  

                  

                  

                  

               

 

 

 

 

日時：５月 22 日（金） 

10:30～11:30 

 場所：ホール 

 対象：1 歳以上の未就園児と保護者 

*予約は必要ありません。直接お越しください 

  

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・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、枚方市子どもの育ち見守りセンター「となとな」 

  

場所は、京阪枚方市駅東隣「サンプラザ３号館 4 階」です。 

ポートの一日 親子で遊ぼう！ 

お楽しみタイム:11:30～ 

アヒルのダンス、ふれあい遊び、絵本など、 

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 

 

 

 

外遊びは 14 時まで。 

～ポートの利用にあたって～ 

 

・ひろばの利用は無料です。 

・来た時、帰る時に事務所で登録カードの提示をお願いします。 

・初めての方は、登録カードとお子さんの名札を作ります。 

・保護者の方も名札を付けてください。 

 

アクセス 

・京阪バス 39 系統（枚方市駅―樟葉駅） 

「招提南町」徒歩約 10 分 「招提中町」徒歩約 7 分 

・駐車場:施設内 5 台 第 2 駐車場 15 台あります。 

・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、わからない場合はポートにお問い合わせ下さい。 

 

 

 

 

⑨自動車文庫 「本となかよし」 

特集「乗り物の絵本」 

 

乗り物はいつの時代も子ども達に大

人気！電車、自動車、船…いろんな乗

り物の絵本を揃えました。乗り物の秘

密や仕組みもわかるかも？？ 

 

中央図書館の職員さんが、子どもの本

や大人の本など色々な種類の本を

500 冊ほど運んで来てくれます。スタ

ッフが一緒に本を選んだり、読み聞か

せの時間もあります。お母さんもゆっ

くり本を楽しみませんか？ 

 

日時：５月 19 日(火) 

      13:20～14:20 

場所：ホール 

＊開室（13:20～14:20）中は出入り

自由です。 

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は、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い合わせ下さい。 

 

 

⑧平野公園で遊ぼう 

 

ポートのスタッフと一緒に、身体を動かして遊んだり、

ゆっくりおしゃべりしたりしましょう！ 

体操や絵本の読み聞かせもします。 

 

日時：５月 26 日（火） 

   10:30～11:30 

場所：平野公園（招提中町１） 

    ☂雨天の時はポートの 

     ホールで遊びます 

対象： 未就園児と保護者  

持ち物：飲み物、着替えなど 

 

＊雨天など変更の場合はホームページ、Facebook で

当日 9:30 にお知らせします 

 
 
 

 

 

⑩さつまいもの苗を植えよう 

 

ボランティアグループのナルクさん

と一緒にポートの畑でさつまいもの

苗を植えましょう！秋の収穫を楽し

みにお水やりなど・・・みんなでお世

話してね！ 

 

＊親子とも汚れてもいい服装で来て

下さい。 

 

日時： ５月 19 日（火） 

    10:30～11:30 

定員：10 組 

対象：１歳半以上の未就園児と保護者 
 

 

⑬いろいろな遊具を使って     

からだあそび 

親子でチャレンジ！すくすく・どんどん 

子育て相談 

 

◆「個別相談」要予約  072 (850) 4400 

育児について、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。 

体を使って遊んで「できた！」という

体験をたくさんすると自己肯定感が

アップします。 

子どものやりたい気持ちを大事にし

て見守っていきたいですね。予約は必

要ありません。直接お越しください 

 

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・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、枚方市子どもの育ち見守りセンター 

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。 

 

 
平野公園の地図 


