
　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・多世代交流施設

貸室 〜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 定員（人） 使用量（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　城陽市に住民票がある人

交流サロン・交流広場
〜新しいコミュニティの場〜
　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。

○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　城陽市に住民票がある人

【交流サロンにて】

【多世代交流施設】

【事業のご報告】 【事業のご案内】

第11回子育てサークル合同交流会
ヨガでほっこり　トークですっきり　ダンスでばっちり

～ワクワクドキドキ ハロウィン交流会 in ひなたぼっこ～
　今年も、城陽市内の子育てサークル仲間を中心に、たくさんの
親子が集合!
　10月31日（木）ひなたぼっこにおいて、かわいい子どもたちが
手作りのハロウィン衣装を着て、ハロウィンダンスやファッショ
ンショーを楽しみました。今年は「ハロウィンヨガが、ほっこり
する時間になった」と、お母さんたちに人気でした。
　サークルについて詳しくは、ひなたぼっこまでお電話ください。 包装紙等で作った、手作りおかしを交換しま

した☆

ひなたぼっこオープンデイ
～みんな　あそびにおいデイ！～

10月18日（金）・19日（土）に
実施しました

ひなたぼっこ
開放日

　ひなたぼっこでは、市民のみなさんに気軽に楽しんでいただけるよう、交流サロン、広場、調理
室、会議室、多目的ホールを開放し、「映画上映会」や「おもちゃ病院」「囲碁・将棋のつどい」を
開催しました。初めて来館される人もあり、楽しいひとときを過ごしました。

ひなたぼっこで定例開催もしています　ぜひお越しください！
城陽おもちゃ病院

　市内在住のボランティアのみなさんが壊れたおもちゃを修
理します。ひなたぼっこへお持ちください。
開催日：第１・第３水曜日
時　間：９：30～12：00
費　用：無料（部品等は実費負担の場合あり）

囲碁・将棋のつどい
　囲碁・将棋を始めてみませんか？市内在住のボランティア
のみなさんが教えます。
開催日：第１・第３土曜日
時　間：10：00～ 12：00
対象者：市内在住の幼児から高齢の方々
参加費：無料（申し込み不要）

人形劇

人形劇団クラルテ

地域子育て支援センター

公演事業

  公演日　令和２年３月14日（土）
（開場）10：00　（開演）10：30　（終演）11：30
  場所　城陽市立福祉センター ホール

城陽市寺田東ノ口17

きかんしゃポーくん だぶだぶ仲間森へいく

【対象】市内在住の子どもとその保護者
【参加申し込み】不要

城陽市地域子育て支援センターひなたぼっこ
城陽市寺田深谷16番地　☎0774-55-9260

ひなたぼっこ

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
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日　　　時 内　　　容 場　　　所
12月14日（土）

10：30 ～ 11：30 絵本とあそぼう！ ぱれっとJOYO

12月17日（火）
10：30 ～ 11：30

講演「助産師さんが語る子育て
のコツ」 鴻の巣会館

１月７日（火）
10：00 ～ 11：00 にこにこ楽団がやって来る！ 清心保育園

１月８日（水）
10：20 ～ 11：20 親子で楽しむ～マリンバ演奏～ 久津川保育園

１月28日（火）
10：00 ～ 11：00 人形劇 久世保育園

２月４日（火）
10：30 ～ 11：30

知っておこう！パペット人形し
んちゃんと一緒に学ぶ「突然襲
う災害の前に」

青谷保育園

２月14日（金）
10：00 ～ 11：00 春待ちコンサート 清仁保育園

２月18日（火）
10：30 ～ 11：30

ケコ姉さんと楽しむふんわりコ
ンサート 鴻の巣会館

２月21日（金）
10：20 ～ 11：20 人形劇 久津川保育園

気象警報発表時等に、事業を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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案内 MAP

※�各施設へお越しの際は、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

園　名 日　程　等 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

※２月は19日（水）

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

※12月は25日（水） 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
※１月は10日（金）

２月は28日（金）
10：00～11：30

④今池保育園
（53）2800 毎週木曜日（雨天実施） 第１木曜日

※１月は９日（木） 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】

保育園名 開　設　日 開設時間

⑥清仁保育園
（53）1300

☆12/ １（日）、12/13（金）、１/10（金）、
☆２/14（金）、３/13(金)   （雨天実施） 10：00～11：30

⑦くぬぎ保育園
（52）1662

12/21（土）、１/18（土）、２/ ８（土）、３/ ７（土）
 （雨天実施） 10：00～11：30

⑧清心保育園
（55）0230

12/ ２（月）、１/ ７（火）、２/ ３（月）、３/ ２（月）                      
 （雨天実施）     
●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

12/ ３（火）、12/24（火）、１/14（火）、２/25（火）、
３/ ３（火）、３/17（火）                            （雨天実施）                                                         
●第２、第４土曜日は子育てサポート事業

９：30～12：00

⑩しいの木保育園
（54）7556

12/ ７（土）、１/25（土）、２/22（土）、３/14（土） 
 （雨天実施） 10：00～11：30

【私立保育園】

☆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

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

園　名 日　程　等 時　間

⑪富野幼稚園
（52）1009

＊12/26（木）、＊１/23（木）、２/13（木）、
＊２/27（木）、＊３/26（木）   （雨天実施）    10：00～11：30

【市立幼稚園】 ＊は地域子育て支援センターの訪問日です

あそびのひろば日程 子育て支援講座

 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
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ひなたぼっこ出前ひろばのご案内
　北部コミセン・青谷コミセンを訪問し、お話をおう
かがいしています。ぜひ、遊びにきてください。

日　　　時 場　　　所
３月11日（水） 10：00 ～ 11：30 北部コミセン
３月18日（水） 10：00 ～ 11：30 青谷コミセン

お待ちしています☆

ひなたぼっこ子育て交流事業のご案内

12月20日（金）、１月17日（金） ママヨガ
＊バスタオルまたはヨガマットをご持参ください

　色々な内容で開催しま
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
対　象：�市内在住の子どもとそ

の保護者

おんぶと抱っこの方法を学ぼう

ひなたぼっこ多世代交流事業のご案内
　小さいお子さんも高齢の人たち
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

時　間：10：30～11：30
場　所：ひなたぼっこ
対　象：�市内在住の高齢の人か

ら子育て中の親と子ども

12月11日（水）
１月８日（水）
２月12日（水）
３月11日（水）

12月18日(水） クリスマスコンサート
１月15日（水） お正月あそび

【体幹回復ストレッチ】
12月19日（木）
２月20日（木）
３月19日（木）

【みんなで歌おう！】

健康ヨガ

令和元年（2019年）12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
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