
★多目的ホールの貸室

★図書室

★専用庭

★プレイルーム（１月開催の折り紙あそび）

★プレイルーム（おもちゃあそび）

★０歳児交流室　授乳室

★多目的ホールでの多世代交流事業
（楽しい健康音楽会）

★交流広場（ひなたぼっこオープンデイ～市民開放日～）

ひなたぼっこへの
アクセスはこちら

駐車場は台数に限りがありますので、
城陽さんさんバスをご利用ください

みんなが笑顔になれる施設�ひなたぼっこみんなが笑顔になれる施設�ひなたぼっこ

子育て子育て・・多世代交流施設多世代交流施設

子育て支援施設
プレイルーム、０歳児交流室、授乳室など

●開 館 日（利用可能日）
　　　　　　火～土曜日（日・月曜日、祝日および年末年始は休み）
●開館時間　9：00～ 16：00
●利 用 料　無料
●対　　象　市内在住の未就学児とその保護者、妊娠中の人
　　　　　　※�市外在住の未就学児も市内に祖父母が在住している場合

には利用可能です

多世代交流施設
●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～ 16：00（22：00まで延長可能）
●申込受付　火～土曜日の９：00～ 16：00

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
＊�新型コロナウイルス感染拡大防止のため当面の間、定員の50%ま
でのご利用が可能です

子育て相談子育て相談

　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。

♥まめに、おもちゃの消毒をしてもらえ
るので、安心して遊べます
♥城陽に引っ越してきました。こんなす
てきな施設があって、よかったです。子
育て世代にも優しい「ひなたぼっこ」です

（プレイルーム利用の保護者）

♥ひなたぼっこは、明るくてきれ
いで、子どもがゆったり遊べます
♥ひなたぼっこの先生方にも、気
軽に子育ての相談ができます

（プレイルーム利用の保護者）

　私たちは「ひなたぼっこ」の多目的ホール
で、健康にとても良いといわれている太極
拳を、水曜日の午後、この日を心待ちにし
て仲間とともに楽しみながら練習に励んで
います。「ひなたぼっこ」は天井が高く、窓
も大きく広々とした気持ちの良い建物です。
何よりも職員のみなさんの笑顔が素敵で、地
域の方との交流の場として利用しています。

（友が丘太極拳サークル）

この広報紙は植物油インキを使用しています
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日　　　時 講座内容 場　　　所 定員
令和３年１月６日（水）
10：30 ～ 11：30 人形劇 北部コミセン★ 24組

令和３年１月12日（火）
10：30 ～ 11：30 人形劇 南部コミセン★ 30組

令和３年１月19日（火）
10：30 ～ 11：30

楽しく歌おう！
親子コンサート ひなたぼっこ 30組

令和３年１月26日（火）
10：30 ～ 11：30

楽ちんだっこと
楽しいおんぶ ひなたぼっこ 30組

令和３年２月２日（火）
10：30 ～ 11：30 親子ビクス ひなたぼっこ 30組

令和３年２月12日（金）
10：30 ～ 11：30 リズムであそぼう！ ひなたぼっこ 30組

令和３年２月19日（金）
10：30 ～ 11：30

バルーンおじさんと
あそぼう！ 北部コミセン★ 24組

子育て支援講座子育て支援講座◆事業参加にあたってのお願い◆
　新型コロナウイルス感染拡大防止のための取組について、下記のとおり
ご協力をお願いします。
１　�３密を避けるために、入場制限を行います
２　�大声での発声や食事は、お控えください（授乳や飲み物は可）
３　�当日にご家庭で検温を行い、発熱やその他体調不良の人はご参加をお
控えください

４　�感染者が発生した場合のため、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

５　�事業の参加前に、体表面チェッカーで検温し、せっけんでの手洗い、
手指消毒を徹底してください

６　�原則、小さなお子様以外に参加する人のマスクの着用や、咳エチケッ
トをお願いします

７　�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

　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、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

子どもワンダーニュース子どもワンダーニュース

　０歳児さん対象の内容で開催します。ご家族で、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０歳児とその保護者（各日定員30組）

ベビーマッサージ 栄養指導・離乳食相談 骨盤ヨガ

12月15日（火）

令和３年１月29日（金） 令和３年３月５日（金）

令和３年２月24日（水） ＊�バスタオルまたはヨ
ガマットを、ご持参
ください＊子育て支援課管理栄養士参加

０歳児さんあつまれ！０歳児さんあつまれ！　　～親子の交流会～～親子の交流会～

あそびのひろば日程あそびのひろば日程

＊令和３年１月28日（木）は、０歳児親子の交流会「骨盤ヨガ」を開催します

園名 ひなたぼっこ訪問日時 定員
富野幼稚園
（52）1009
（雨天実施）

12月17日（木）　令和３年１月28日（木）
令和３年２月25日（木）　令和３年３月25日（木）

いずれも時間は10：00～11：00

各日
20組

　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、今年度は、ひなたぼっこ職
員が月１回訪問する保育園でのあそびのひろばを中止します。そこで、
保育園でのあそびのひろばに代えて、各コミセンを訪問し、子育て中の
親子の出会いの場を開催します。
　開設時間は各コミセンとも、10：00～ 11：00です。
［申込］事業の１カ月前の開館日（★12月２日（水））の10：00から来館か電話

ひなたぼっこ出前ひろばひなたぼっこ出前ひろば

日　程 場　所 定員
12月３日（木）★

今池コミセン【会議室１・２】 各日18組
令和３年３月３日（水）
令和３年１月８日（金） 寺田コミセン【講習室１・２】 ９組
令和３年２月17日（水） 南部コミセン【軽運動室】 ９組
令和３年３月２日（火） 青谷コミセン【集会室１・２】 15組
令和３年３月12日（金） 北部コミセン【教養室】 10組
令和３年３月23日（火） 東部コミセン【講習室１・２】 ９組

　ひなたぼっこ職員が文化パルク城陽に訪問し、子育て中の親子の出会
いの場を開催します。
【日時】　令和３年１月27日（水）　10：30～ 11：30
【場所】　文化パルク城陽（市民プラザ）

ひなたぼっことあそぼうひなたぼっことあそぼう

子育て交流事業子育て交流事業
　親子またはお孫さんと一緒に、ぜひご参加ください。

歯科衛生士による
「歯のおはなし」

妊婦さんあつまれ！ひなたぼっこ見学会
～ 22日は妊婦の日～

令和３年２月４日（木） 12月22日（火） 令和３年１月22日（金）

定員30組 各日定員10組

年齢別に分けたママトーク

12月８日（火） 24歳以下のママ

各日定員10組12月10日（木） 25 ～ 34歳のママ

12月11日（金） 35歳以上のママ

【時間】　10：30～ 11：30
【場所】　ひなたぼっこ

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

市の子育て支援・多世代交流情報を　　 でお届けします！！

登録 LINE アプリの「友だち追加」から

「ID検索」か、「２次元コード」で追加

◆ I D 検索　@joyo_kosotase

◆ ２次元コード検索

★申込：事業の１カ月前の開館日10：00から来館か電話

多世代交流事業多世代交流事業
　高齢の人から小さい子どもまでが集い、つながり、
幅広い年代の人たちと交流を広げよう！
【場所】　ひなたぼっこ
【時間】　10：30～ 11：30　※14：00～ 15：00
【対象】　高齢の人から子育て中の親と子ども（各日定員30組）

みんなで歌おう！ 体幹回復ストレッチ 椅子に座ってできる
健康ヨガ

12月17日（木） 12月９日（水） 12月18日（金）

令和３年２月18日（木） 令和３年１月20日（水） 令和３年１月15日（金）

令和３年３月18日（木） 令和３年２月10日（水） 令和３年２月19日（金）

楽しい健康音楽会 令和３年３月10日（水） 令和３年３月19日（金）

令和３年１月14日（木）※ クリスマス会 お正月あそび

令和３年３月11日（木）※ 12月23日（水）★ 令和３年１月13日（水）★
★申込：（クリスマス会）12月２日（水）10：00から来館か電話
　　　　（お正月あそび）12月15日（火）10：00から来館か電話

令和２年（2020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

この広報紙は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　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）


