
④ファミサポ・広場コラボ企画  
『いざという時に備えよう！救命救急講座』 
「あんしんポケットひらかた」さんにお越しいただきます。救命
の方法やAEDの使い方などお勉強しませんか。 
日時：8 月 26 日（木）10：15～11：45  
場所： ２階うさぎルーム   定員： 15組 
対象： 未就園児とその保護者  
（ファミサポ依頼会員の場合は幼・小の保護者も可） 
申込み：8月2日(月)10：00～ 
保育あり：４ヶ月以上 先着９人 
 
 
 
)午前１０時から   
保育：４ヶ月以上 保育定員９人 

①わくわくランド年齢別プログラム 

年齢が近い親子で集まり、年齢にあった 
製作や運動あそびなどを行います。 
めろん（2 才以上）  8 月 24 日(火) 
「さわって楽しむ寒天あそび！」 
時間：10：30～11：30  場所：2 階うさぎルーム 
持ち物：名札・お茶・タオル・着替え 定員：9 組 
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②baby time 

赤ちゃんを育てるママ同士、子育てについての
お話や情報交換をし、他の親子さんの関わり
や、あそび方を見て一緒に学びましょう。 
今月のテーマは、 
「ママのリフレッシュの仕方どうしてる？」です。 
日時： 8 月 23 日（月）10：30～11：30 
対象： 0 才の親子 9 組 

 

◎まん延防止等重点措置の適用期間が延長されたことにより、

プログラムは引き続き中止となります。（現時点で～8/22 まで） 

8/23 以降のプログラムは実施を予定しているため、申し込みは

受付します。不安定な状況が続きますが、そのつど発信させてい

ただきます(+o+) 

 

  

 

 

   

 

 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦赤ちゃんとママのさくらんぼ広場 

0 才の赤ちゃんが優先的に遊べる日です。ママ同士の交流をメインに、ふれあい遊
びや絵本の読み聞かせなどをみんなで楽しみましょう。助産師さんも来られるので
相談もできます。プログラム前後 30 分は広場で遊べます。 
日時： 8 月 31 日（火）14：00～15：00  
申込み： 8 月 3 日（火）14:00 から 対象： 0 才の親子 9 組 １階広場にて 

⑥保育付き すくすく子育て講座   

しゃべり場「転入してきたママ集まれ！」 
引っ越してきたわくわく、ドキドキをお母さん同士
集まって、家庭での様子や枚方市の子育て情報
についておしゃべりしましょう。 
日時： 8 月 30 日 (月) 10：30～11：30   
場所： 2 階 うさぎルーム 
対象： 枚方に引っ越してきた親子 定員： 9 組 
申込み： 8 月 2 日（月）14：00 から 
保育： 1 才以上の希望者のみ 保育定員 6 人 
（0 才は同室になります） 

はファミサポの会員になるための 

出張登録会です！詳しくは裏面を 

ごらんください。 

このマークの（水・日・祝）は

お休みです。 

⑤親子で Let’s チャレンジ  
「さぷりのお庭で水あそび」 

ネーミング通り、親も子もいろいろなことにチャレ
ンジするプログラムです。今回はサプリ村野の 
お庭で水あそびをします。 
日時：8 月 27 日（金）1 才以上～ 

10:30～11：30  
定員：各 6 組ずつ    
持ち物：帽子、タオル、着替え、水筒、帽子など   
※濡れても良い衣服を持参ください。 
 

③絵本で子育て～いっぽにほ～ 

絵本は心の栄養です。絵本の選び方や楽しみ
方を広場で紹介します。 
“絵本で子育て”始めませんか？ 
8月のテーマ 「ちょっとこわいおばけの絵本」 
日時：8 月 23 日（月）14:00～ 
場所：１階広場  定員：9 組 
講師：NPO 法人“えほんのお部屋ひまわり畑”  

施設長 中谷章代さん 
 
 

 

     内のプログラムの申込みは 

7月26日（月）14:00～受付します。 
 

たんけん隊 秋メンバー募集 

来春幼稚園入園を控えた概ね3才のお子さんとお母さんが参加して、小集団の中で様々 な体験
をし、お母さんにもお子さんにも入園に向けての自信をつけてもらうプログラムです♪ 
コロナによる実施の延期や中止も見込まれますので、感染の状況により実施日時を決定してい
きます。（現時点では未定です）ご希望の方はまずスタッフまでお声がけください。 
時間：おおむね平日の午前に行います。   定員：6人 応募多数の場合は抽選になります！ 
＊広場さぷりで遊んだ経験があって、子どもさん自身が場所（さぷり）に慣れていることも大切だ
と考えています。（応募多数の時には考慮させていただきます） 
※まん延防止等重点措置期間中でプログラム中止の要請がある間は実施できません。 



★おしゃべり相談 
受付してます！ 

子育てしていて不安に思ってい

ることや心配なこと、ちょっとし

た不安なことを広場で子ども

を遊ばせながらスタッフとおしゃ

べりしませんか？詳しくはスタッ

フまでお問い合わせ下さい。

（予約制） 

※妊婦さんの広場見学も

受付しています。 
  
 

社会福祉法人 大阪水上隣保館 おやこの広場 広場さぷり   
月・火・木・金・土 9:30～16：00 

〒573-0042 枚方市村野西町 5-1（サプリ村野内）    TEL/FAX 072-807-5336 

 

 
ファミサポでは子育て中のママやパパの「困った！」を助けてくれる提供会員さんをご紹介しています。
提供会員さんは、子どもさんを安全に預かるために開催される３日間の養成講座を受講してくださって
います。6、7 月に養成講座が終了し、新たに 18 名の提供会員さんが誕生しました。 
子育ての安心のために会員登録して、提供会員さんとつながりませんか。 
2 歳未満のお子さんには 5 時間分の無料体験クーポンもあります。 
利用には登録(要予約)が必要です。下記までお問い合わせください。 
 

★８月の出張登録会(保育あり)★ 

８/24（火）牧野生涯学習市民センター 
８/28（土）ラポールひらかた 
 
・いずれも 10:00～11:00  
・要予約 定員１０名 
・生後 4 ヶ月から保育あり（要予約先着５名） 
・受付：8 月 2 日（月）１０時～ 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

☆広場さぷり SNS のお知らせ☆ 

毎月のおたよりや広場の新着情報、その他子育てに関わる情報、コロナ感染予防対応や台風、地震などの緊急時のお知らせ

をＨＰ、ＬＩＮＥなどで配信しています。インスタグラム、ブログや Facebook ではプログラムの様子がわかる写真も掲載していま

す。ぜひご覧ください！ 下のQRコードを読み取るか、「おやこの広場 広場さぷり」で検索してみてね！ 

＊個人情報には十分配慮していますが、写真のアップなど、気になることはいつでもスタッフまで声をかけてください 

☆プレママ community 1歩2歩3歩 

もうすぐ始まる赤ちゃんとの生活のために妊娠期から子育ての仲間作り
や、地域の子育て情報収集を一緒にしませんか？ 
１歩目出産やこれからの育児についてプレママさん同士で交流します 
日時：8 月 3 日（火）or8 月 28 日（土） 
両日ともに 10：30～12：00 頃まで（１歩目はどちらかの日をお選び下さい） 
２歩目 赤ちゃんが集まるさくらんぼ広場を見学し、 
新米ママさんと交流します。 ※2歩目は１歩目の参加時に日程をお聞きします。 
対象：第一子を妊娠中で安定期に入られた方 
申込み：随時募集しています。電話またはＨＰにあるメールフォームから 

お申込み下さい。（先着４組） 

 

広場の利用について 
広場さぷり 

LINE QR ⇒ 

 

広場さぷり 
HP QR ⇒ 

 

2021 年 8 月 VOｌ.100 

 

 
 

 

 
お申し込み・お問い合わせは下記まで 

枚方市ファミリーサポートセンター 

9：30～17：00(水・日・祝休み)  
Tel＆Fax･･･072－805－3522 

 

※おやこの広場での利用は 

広場予約が必要です。 

＊利用日時 ： 月・火・木・金・土（水・日・祝はお休みです） 

   ◎AM 10：00～12：00   ◎PM 13：30～15：30 の入れ替え、要予約 

 ＡＭ・ＰＭ共に終了の１５分前にお片付をして体操やふれあい遊び、パネルシアター 

などをみんなで楽しむ「ふれあいタイム」を行っています。 

 定員/対象： ＡＭ・ＰＭ共におおむね 9 組/未就園児とその親子（きょうだい児可） 

       （１家庭の利用が多い場合は調整することもあります） 

 

＊プログラムを予約された日は広場の予約はできません。 

＊まとめての利用予約は1家庭2回までです。 

＊現在ランチルームの利用はできません。（授乳・ミルクはしていただけます） 

＊コロナ感染予防のため、現在利用人数を制限しています。たくさんの家庭に利用していただけるよ

う当面の間、小学生の入室はできません。（未就園児さん優先です）ご理解ご協力をお願いします。 

 
18名の提供会員さんが誕生しました！ 

さぷりだより 8 月号 
おかげさまでさぷりだよりが VOL.100 を迎えることが
できました。このおたよりを楽しみに待って下さってい
るパパママの声が励みです。コロナ禍ですが、これか
らも少しでもワクワクできるような話題を載せていき
ます！ 
現在、広場のみ予約制で開室しております。「まん
延防止等重点措置」のためプログラムは実施でき
ません。 ご理解ご協力をお願いします。 


