
ひなたぼっこ子育て交流事業（11月まで） ひなたぼっこ多世代交流事業（11月まで）

妊婦さんあつまれ！ひなたぼっこ見学会
～ 22日は妊婦の日～
 ７月22日（水）

市内在住の妊婦さん
対象 ８月22日（土）

10月22日（木）

健康ヨガ
 ７月17日（金）

10：30～11：30
 ９月18日（金）

体幹回復ストレッチ
 ７月15日（水）

10：30～11：30
 ９月 ９日（水）
10月14日（水）
11月11日（水）

楽しい健康音楽会
 ９月10日（木）

14：00～15：0010月 ８日（木）
11月12日（木）

みんなで歌おう！
 ７月16日（木）

10：30～11：30
※は３～７月生まれの
　お子様の家族のみ

 ９月17日（木）
10月15日（木）
11月19日（木）

※

ひなたぼっこオープンデイ～市民開放日～
10月16日（金）

　９：00～16：00
10月17日（土）

子育て交流事業
 ９月25日（金） 楽ちんだっこと楽しいおんぶ

市内在住の子どもと
その保護者対象

10月31日（土） ハロウィン iｎひなたぼっこ
11月13日（金） 講演「未来を変える食育」
11月27日（金） 親子で楽しむ絵画あそび ※

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。

時間：10：30～11：30
場所：ひなたぼっこ

笑顔の花が咲きますように

あなたの子育てを応援します

子育て・多世代交流施設

新型コロナウイルス感染症の状況により、予定の事業や施設利用などを変更する場合があります。
最新の情報は市ホームページや「城陽市子育て支援・多世代交流情報LINE＠」をご確認ください。

ひなたぼっこ開放日

市民のみなさんに開放します！

　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、お互いに支え合い、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。

子育て支援施設
市内在住で子育てをされている保護
者を対象にお子さんと楽しめる事業
を企画しています。

多世代交流施設
世代の壁を越えて心温まるひととき
を過ごせます。

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♪
※みんなで歌おう！ではお誕生日会を開催
しています

場所：ひなたぼっこ
対象： 市内在住の高齢の方から子

育て中の親と子ども

プレイルーム 親子で楽しむ絵画あそび栄養指導・離乳食相談

城陽市三世代近居・同居住宅支援補助金

　市では三世代が互いに助け合い、子育てをしながら働きやすく、かつ、高
齢者が安心して暮らすことができる居住環境を形成することなどを目的とし
て、城陽市内で新たに三世代が近居または同居するために必要となる住宅リ
フォームや住宅取得に伴う経費に対する補助制度を実施しています。

対　　象
　市内で新たに三世代近居・同居する人

　　　　　 ※補助制度上の近居とは、祖父母世帯と親子世帯が、直線距離
で２キロ以内に居住することをいいます。また、現在、近居・
同居をされている場合や、補助金の申請をされる際に、住宅購
入やリフォーム工事の契約をすでに締結されている場合は補助
の対象とはなりません

対象経費
　〇住宅購入の仲介手数料

　　　　　〇住宅リフォームの工事費

補助金額
　○住宅購入補助金…対象経費の２分の１（最大40万円）

　　　　　○住宅リフォーム補助金…対象経費の２分の１（最大100万円）

申込方法
　 所定の用紙（都市政策課に設置、または市ホームページからダ

ウンロード）と必要書類を、都市政策課に持参。※住宅購入や
リフォーム工事の契約締結前に事前にご相談ください

問都市政策課 ☎（56）4067 
新型コロナウイルス感染拡大防止のために

◆事業参加についてのお願い◆

　みなさんに、できる限り安心して、事業にご参加いただくためにも、
新型コロナウイルス感染拡大予防のための取り組みについて、下記のと
おりご協力をお願いいたします。

●　 ３密を避けるために、入場制限を行いますので、ご了承ください

●　 大声での発声や食事は、お控えください（授乳や飲み物可）

●　 当日にご家庭で検温を行い、発熱やその他体調不良がある場合の参
加はお控えください

●　 感染者が発生した場合のルート把握のため、参加者名簿に、氏名、
連絡先、健康状態（体温）などをご記入いただきます

●　 事業の参加前にせっけんでの手洗い、手指消毒を徹底してください

●　 原則、小さなお子様以外ご参加されるみなさんのマスクの着用や、
咳エチケットをお願いします

●　 人と人との距離は最低１メートル（できるだけ２メートル）を確保
してください

多くの市民のみなさんに気軽に来館・交流し
ていただけるよう、施設の一部を開放します。

下記の「新型コロナウイルス感染拡大防止のために」の内容を十分にご留意いただいた上で、ご参加ください。
３密を避けるために、入場制限を行い当日先着24組としますので、ご了承ください。（申込不要・参加費無料）各事業について

※については申込順に８組限定

この広報紙は植物油インキを使用しています
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「ポトン！」と落ちる感覚がおもしろくて繰り返し楽しめます♪

新型コロナウイルス感染症の状況や、気象警報発表時などに、事業を臨時に中止することがあります。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。

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）
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※�できる限り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

市の子育て支援・多世代交流情報を
� でお届けします！！

L I N E アプリの「友だち追加」から
「 I D 検索」か、「QR コード」で追加
◆ I D 検索　@joyo_kosotase　　◆ QR コード検索

登録

つくってあそぼう♪ ペットボトルバケツ

子どもワンダーニュース

　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、３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、図書館、保健センター、ぱれっとJOYO、子育
て支援課などです

水あそびが楽しい季節になりましたね。
プールやお風呂で遊べる簡単なおもちゃを作ってみませんか。

○必要なもの
　・ペットボトル� ・ビニールひも
　・油性ペン� ・千枚通し
　・カッターナイフ（ハサミ）
　・ビニールテープなど切り口を覆えるもの

○必要なもの
　・ふた付きプラスチック容器
　・ペットボトルのキャップ５組10個程度
　・接着剤
　・はさみ
　・ビニールテープ
　・カッターナイフ
　・フェルトなど切り口を覆えるもの

③��ビニールひもを三つ編みにする。ペットボ
トル上部に２カ所穴を開け、三つ編みにし
たビニールひもを穴に通して、外れないよ
うに内側で結ぶ。

①��ペットボトルのキャップを
接着剤で貼り合わせる。

②��貼り合わせたペットボト
ルのキャップにさらにビ
ニールテープを巻く。

③��プラスチック容器のふたに
ペットボトルのキャップが
入る大きさを開ける。

②��切った部分にビニールテープを貼り
油性ペンで絵を描く。

①�ペットボトルを半分に切る。

④�完成です☆
　��千枚通しで、穴を開けるとシャワーみたい
になります。

　�水に触れて、夏を楽しみましょう。

子育て相談
　子育てに悩んだり、困ったりしていませんか？
　一人で悩まず、一緒に考えましょう。
　相談室、プレイルームのほか、電話や訪問事業の際
にも相談を受け付けています。

身近な材料で作れるおもちゃです。親子で一緒に楽しみましょう。

ミルク缶や空き箱
でも代用可能です

中にお米やペレットを入れると
「シャカシャカ」音が鳴るよ

穴の周りにフェルト（テープなど）を
貼ると入れる時、手が痛くないよ

ぽっとんおとし

● はさみやカッターナイフ、千枚通しの取り扱いには十分に
注意しましょう

● おもちゃを口にいれてしまうことがあるので、飲み込みや
すいサイズのものは注意して扱いましょう

＊注意事項＊

穴あけ位置

令和２年（2020年）７月15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

この広報紙は植物油インキを使用しています 出産や子育てに関する悩み相談も　通話料無料の児童相談所虐待対応ダイヤル　☎１８９（いち はや く）


