
　次代を担う子どもたちが安心して育っていける環境づくりのために、世代を超えたさまざまな人との出会い・
ふれあいを通じて、互いに支え合い、心身ともに健康的な生活を過ごせるような施設を目指しています。

いろいろな内容で開催します。
親子で、またはお孫さんとご一緒に、ぜひご参加ください。

子育て・多世代交流施設

【多世代交流施設】
～みなさんの活動拠点として～
　各世代が自由に利用できる居場所として
ご利用ください。

貸室

貸室 定員（人） 使用料（円／時間）
会議室Ａ・Ｂ 各 18 100
多目的ホール 100 450

調理室 10 100
プロジェクターの使用料は別途 1,000 円／回

※使用時間には準備と後片付けの時間を含みます

●開館日【利用可能日】
　�火～日曜日、祝日（月曜日および年末年始は休み）
●開館時間　９：00～22：00
●対象　　　全市民

●開館日【利用可能日】
　�火～日曜日（月曜日、祝日および年末年始は休み）
●開館時間　９：00～16：00
●対象　　　全市民

～新しいコミュニティ形成の場～
　多世代交流の場として、待ち合わせ、打ち合わせ、
休憩、おしゃべりの場として、どなたでも自由にご利
用いただけます。飲食もできるスペースです。

交流サロン・交流広場

ひなたぼっこでの出会い

（６月〜11月）

☆０歳児さん集まれ！

９月28日（金）離乳食や栄養面・子育てについての相談指導※管理栄養士参加

11月22日（木）ベビーマッサージ

☆１歳児さん集まれ！
６月  ６日（水）は・は・は　歯のケア

10月24日（水）離乳食や栄養面・子育てについての相談指導※管理栄養士参加

11月28日（水）音楽リズムあそび

☆２歳児さん集まれ！
６月  ５日（火）

親子で楽しむ運動あそび
９月  ４日（火）

10月  ２日（火）

11月  ６日（火）

６月15日（金）

心ゆったりヨガ

７月20日（金）

９月21日（金）

10月19日（金）

11月16日（金）

６月16日（土） 親子ビクス

11月  ８日（木）
11月15日（木）

親子で楽しむ
　絵画あそび
（２回連続で参加
できる人対象）

開催時間 10︰30〜11︰30

開催場所 地域子育て支援センター
ひなたぼっこ

開催時間 10︰30〜11︰30

開催場所 地域子育て支援センター
ひなたぼっこ

（６月〜11月）
小さいお子さんも高齢の方々と一緒に！
和やかなひとときを過ごしましょう！

６月  ７日（木）

みんなで
歌おう！

７月  ５日（木）

９月  ６日（木）

10月  ４日（木）

11月  １日（木）

６月13日（水）

体幹回復
ストレッチ

７月11日（水）

８月  ８日（水）

９月12日（水）

10月10日（水）

11月14日（水）

７月  ３日（火）
脳トレーニング

９月14日（金）
７月  ７日（土） 七夕コンサート

10月30日（火） 秋のアウトドア
フェスタ

多世代交流事業子育て交流事業のご案内

　私たちはお互いに地元を離れ、気軽に遊んだり相談できる
知り合いが近くにはあまりおらず、初めての子育ては不安な
ことがたくさんありました。上の子が１歳になった頃、ほぼ
同時期にひなたぼっこに通い始めたことから知り合い、子ど
もたちの誕生日が１カ月違いで、家が近いということが分か
り、だんだんと話をする機会が増えました。
　子どもの月齢が近いからこそ、時には一緒に成長を喜び、
時には一緒に悩みましたが、ひなたぼっこの先生方にアドバ
イスや励ましの言葉をもらいながら頑張ることができました。
　私たちが出会った頃、子どもたちは別々に遊んでいましたが、

徐々に同じ空間で遊び、同じおもちゃで遊び、今ではお話し
しながら仲良く遊ぶようになるなど、少しずつ成長していく
姿を見ることができ、とてもうれしく感じています。
　子どもたちは、ひなたぼっこがきっかけで仲良くなれたこ
とはもちろん、親同士も仲良くなることができ、ささいなこ
とでも相談し合える関係になれたことに感謝しています。春
から上の子たちは幼稚園に通っています。ひなたぼっこでの
びのび遊んでいたように、幼稚園でもお友達をいっぱい作り、
いっぱい遊んで、成長してくれることを願います。

ひなたぼっこを利用している二組のお母さん（杏ちゃん・直太朗ちゃんのお母さん、大祐ちゃん・
綜大ちゃんのお母さん）からのメッセージを紹介します。

この広報紙は再生紙および植物油インキを使用しています ひなたぼっこの子育て相談　電話・FAX共に　☎（55）9260

広報

特集号

発行 城 　 陽 　 市
編集 子育て支援課 お問い合わせは 地域子育て支援センターひなたぼっこ（〒610-0121 城陽市寺田深谷16　☎・FAX（55）9260）へ

ひなたぼっこだより
子育て・多世代交流施設
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あそびのひろばは親子の出会いの場・学びの場として、みなさんに喜んでいただいています。
～はじめまして・一緒にあそぼう！・また会おうね！～

　　　　　“出会いから広がる子育て仲間の輪”

あそびのひろばをご存じですか 　市内すべての保育園と富野幼稚園で
は、小さなお子さんと保護者にとっての出
会いやふれあいの場として、また、気軽に
子育ての相談ができる場として「あそびの
ひろば」を開設しています。
　市立保育園と富野幼稚園には、月１回ひ
なたぼっこの職員が訪問しています。

お待ちしています☆

（６月〜11月）

【６月〜11月】

【６月〜11月】
あそびのひろば日程

０歳児親子の交流会

園名 開設日 開設時間

⑥清仁保育園
（53）1300

６/ ８（金）、７/13（金）、☆７/21（土）、９/14（金）、
☆ 10/13（土）、10/19（金）、11/ ９（金）、☆ 11/25（日）
� （雨天実施）
● 10/13（土）は雨天順延

10：00～11：30

⑦くぬぎ保育園
（52）1662

６/ 16（土）、７/ 21（土）、９/ 15（土）、10 / 20（土）、11 / 28（水） 
� （雨天実施） 10：00～12：00

⑧清心保育園
（55）0230

６/４（月）、７/２（月）、☆７/７（土）、９/３（月）、☆10/６（土）、
10/15（月）、11/５（月）� （雨天実施）
●７/７（土）、10/６（土）は雨天順延
●毎月第２・第４土曜日は園庭開放

９：30～11：00
※園庭開放は

９：00～12：00

⑨里の西保育園
（55）0243

６/12（火）、７/17（火）、８/７（火）、８/21（火）、９/４（火）、☆
10/７（日）、10/16（火）、11/20（火）� （雨天実施）
☆10/７（日）運動会（未就園児も参加可）
●毎月第２・第４土曜日は子育てサポート事業（８/11（土）
除く）

９：00～12：00

⑩しいの木保育園
（54）7556

６/23（土）、７/21（土）、９/29（土）、10/13（土）、11/17（土）
� （雨天実施） 10：00～11：30

【私立保育園】

園名 開設日 センター訪問日（雨天実施） 開設時間

①久津川保育園
（52）4864 毎週水曜日（雨天中止） 第２水曜日

10：00～11：30
★ただし、センター

訪問時間は
10：00～11：20

②久世保育園
（52）4369 毎週火曜日（雨天実施） 第４火曜日 ９：30～11：00

③鴻の巣保育園
（55）9191 毎週火曜日（雨天翌日） 第１金曜日 ９：30～11：30

④今池保育園
（53）2800 毎週木曜日（雨天実施） 第１木曜日 10：00～11：30

⑤青谷保育園
（52）1039 毎週月曜日（雨天実施） 第１火曜日 10：00～11：30

【市立保育園】

園名 開設日 開設時間

⑪富野幼稚園
（52）1009

６/７（木）、＊６/28（木)、☆７/20（金）＊７/26（木）、＊８
/23（木）、＊９/27（木）、☆10 /13（土）、＊10 /25 （木）、11 /
８（木）、＊11/22（木）　　　� （雨天実施）

10：00～11：30

【市立幼稚園】 ＊の開設日はひなたぼっこ職員の訪問日です

☆の開設日は、開設時間が異なりますので、保育園へお問い合わせください

☆の開設日は、開設時間が異なりますので、幼稚園にお問い合わせください。

園名
開催時間 開催日 内容

久津川保育園
10：30 ～ 11：20

６月 13 日（水） わいわいトークを楽しもう

10 月 10 日（水） 離乳食や栄養面・子育てについての
相談指導※管理栄養士参加

久世保育園
10：00 ～ 11：00

６月 26 日（火） わいわいトークを楽しもう

10 月 23 日（火） 離乳食や栄養面・子育てについての
相談指導※管理栄養士参加

鴻の巣保育園
10：30 ～ 11：30

６月  １日（金） わいわいトークを楽しもう
７月  ６日（金） 骨盤ヨガでリフレッシュ！

11 月  ２日（金） 離乳食や栄養面・子育てについての
相談指導※管理栄養士参加

今池保育園
10：30 ～ 11：30 ６月  ７日（木） 骨盤ヨガでリフレッシュ！

青谷保育園
10：30 ～ 11：30

６月  ５日（火） 骨盤ヨガでリフレッシュ！
７月  ３日（火） わいわいトークを楽しもう

10 月  ２日（火） 離乳食や栄養面・子育てについての
相談指導※管理栄養士参加

富野幼稚園
10：30 ～ 11：30

７月 26 日（木）
※前期（生後６カ月までのお子さん）
離乳食や栄養面・子育てについての

相談指導※管理栄養士参加

10 月 25 日（木） 骨盤ヨガでリフレッシュ！

11 月 22 日（木）
※後期（生後７カ月～１歳までのお子さん）

離乳食や栄養面・子育てについての
相談指導※管理栄養士参加

子どもワンダーニュース

子育てサークルを紹介します！ 今池コアラの会

　ひなたぼっこでは、子育て中のみなさんに、さまざまな
情報を提供するため、２カ月に１回「子どもワンダーニュー
ス」を発行しています。
＊配布場所は、市内すべての保育園、富野幼稚園、コミセ
ン、文化パルク城陽プレイルーム、図書館、保健センター、
ぱれっとJOYO、子育て支援課などです
☆次回の発行は７月２日（月）の予定です

　ひなたぼっこでは、市内で活動され
ている子育てサークルを紹介します。
　詳しくはひなたぼっこ☎（55）9260
へお問い合わせください。

＜活動場所＞今池コミセン
＜活動日＞毎月第４火曜日
＜活動時間＞
  10：00～11：30頃
＜対象年齢＞
  ０歳～４歳

ひなたぼっこの駐車場は台数に限り
がありますので、城陽さんさんバス
（鴻ノ巣山運動公園近鉄寺田線）を
ご利用ください（深谷郵便局バス停
から徒歩約３分）

各事業の詳細はひなたぼっこ☎（55）9260へお問い合わせください
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※各施設へお越しの際は、公共交通機関をご利用ください。
　また、お近くの人は、徒歩でお越しください

子育て支援講座
日時 講座内容 場所

 ６月 １日（金）
10：15～11：15 ラ・ラ・ラ　リトミック 青谷コミセン３階集会室

 ６月  ９日（土）
10：00～11：00 おひさまさんさんコンサート 里の西保育園ホール

 ６月 12 日（火）
10：30～11：30 人形劇＆ワークショップ 地域子育て支援センター

ひなたぼっこ多目的ホール
 ６月 28 日（木）
10：30～11：30

講演
「助産師が語る子育てのコツ」 富野幼稚園ホール

 ９月  ６日（木）
10：30～11：30

講演
「おっぱいケア」 今池保育園ホール

 ９月  ７日（金）
10：30～11：30

講演・実技“あなたにあった”
～だっことおんぶの方法～ 鴻の巣保育園ホール

10 月 13 日（土）
10：30～11：30 人形劇 ぱれっとJOYO会議室

10 月 16 日（火）
10：30～11：30 親子体操 鴻の巣会館３階大ホール

10 月 20 日（土）
10：00～11：00 親子ビクス 福祉センターホール

11 月 15 日（木）
10：30～11：30

“魔法の箱”
カホン演奏＆歌ってあそぼう！ 今池コミセン会議室

11 月 28 日（水）
10：30～11：30 虹色コンサート くぬぎ保育園ホール

開設時間は開設日によって異なる場合がありますので、事前に各保育園・幼稚園へお問い合わせください。

平成30年（2018年）６月１日  （2）市の花−花しょうぶ　市の木−梅　市の鳥−しらさぎ 子育て・多世代交流施設　ひなたぼっこだより

この広報紙は再生紙および植物油インキを使用しています 子どもの虐待に気づいたら　児童相談所全国共通ダイヤル　☎１８９（いち はや く）


