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高槻市地域子育て支援拠点事業

ぴーかぶーつうしん

つどいの広場

TEL/FAX 072-682-0677 ☟

つどいのひろば ぴーかぶー 〒569-1136 高槻市郡家新町6－16

（ぴーかぶーからの着信時は050-1350-2489と表示されます。）
NPO法人三島子ども文化ステーション

URL; httpｓ : //mishimakodomo.ｏｒｇ/

利用にあたってのおねがい
★現在、3密を避けるため、利用時間・利用組数の制限を行っています。
3交代制：①10:30～12:00 ②12:30～14:00 ③14:15～15:45
【毎週金曜日の③の時間は概ね１才半まで（ヨチヨチ歩き）の赤ちゃん対象です。】
利用人数：各回親子６組(事前予約制：直接又は電話.。)※当日でも空きがあれば利用できます。
ぴーかぶー ０７２－６８２－０６７７ （月〜金 10:00～16:00）
★利用者さん、ご家族に、咳などの風邪症状がある時はご利用をお控えください。
★ご家族で検温の上、平熱且つ風邪症状がなくても、大人の方はマスク着用をお願いします。
★ひろばに来られたら、石鹸での手洗い、アルコール消毒を念入りにしてください。
★当面の間、ランチは中止させていただきます。
★ひろばの換気はこまめに行い、感染予防対策をしっかりと行います。なお、今後の状況の変化により,
対応を変更することがあります。

１1月のわらべうた

コロナ禍、窮屈な毎日に疲れていませんか？何か困っていませんか？私たちスタッフに出来ること
があれば、お力になりたいと思っています。ご遠慮なくお声掛けくださいね。ご来所できない場合
はお電話でも大丈夫です。秘密は必ず守ります。

♪くまさん くまさん♪
くまさん くまさん
まわれみぎ
くまさん くまさん
りょうてをついて
くまさん くまさん
かたあしあげて
くまさん くまさん
さようなら

11月の予定
※新型コロナウィルス感染拡大状況により、予定が変更となることがあります。
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ぴーかぶーではお子さんの名札を簡単に手作りできるキットを用意していま
す。お気軽にスタッフまでお声掛けください♪ （材料費100円）

８日（月）
10:30～11:30

川西あそびのひろば
会場：川西コミュニティセンター
先着10組（予約不要）
おもちゃで遊んだあとに、おはなしや手
遊びを楽しみます。
お絵かきコーナーもありますよ。

子育て講座①

※10/12(火)～
要予約

『おもちゃの選び方』
11月12日(金)10:45～11:45
子どもの年齢や発達に合ったおも
ちゃの選び方等について教えて頂
きます。
☆就学前の親子６組
☆講師 キッズいわきぱふ
津田勇さん

津田勇さん

☆要予約

世代間交流

※10/18月)～

子育て講座②

要予約

『手作りのじかん』

『子どもの病気とけがの対処法』
11月25日(木)10:45～11:45

～ミニクリスマスツリー作り～
11月16日(火)13:00～15:00

子どもが急に発熱したり、けがをした時
に慌てず処置や行動するために心得てお
くべきことや子どもの健康について伺い
ます。
☆就学前の親子６組 ☆資料代：200円
☆講師 小児科医

クリスマスアレンジのかわいい
ミニトピアリーを手作りします。

☆就学前の親子６組
☆材料費 350円
☆講師
丸木智子さん

毎週金曜日
③14:15～15:45
（６組要予約）

※10/25(月)～
要予約

NPO法人はんもっく代表
Eテレすくすく子育て出演・３児の母

ハイハイ赤ちゃんの日
おおむね１才半まで（ヨチヨ
チ歩き）の赤ちゃんと保護者
対象です。情報交換や子育て
のあれこれをみんなでおしゃ
べりしています。ねんねの赤
ちゃんもどうぞ。(身長・体
重測定もしています。)

福井聖子さん

11月のお誕生会とおはなし会
22日(月)１１ 時～(①の時間帯)
11月生まれのおともだち

お誕生月のお友だちをみんな
でお祝いします。
お誕生会のあとはひろさんの
おはなし会を楽しみましょう！
☆身長体重測定もしています。

☆おはなし 樫田ひろみさん
（お誕生月以外のおともだち大歓迎♪）
※生まれ月またはおはなし会鑑賞の乳幼児と保護者６組（要予約）

12月の予定
歯のおはなし
※11/9(火)～要予約

就学前の親子６組

【持ち物】
普段使用している歯ブラシ

講師 歯科衛生士 西村智子さん

メディアをやめて 12/23(木)10:45～11:45
子育て講座②

何して遊ぶ？
※12/6(月)～要予約

世代間交流

おたのしみ会
※11/22(月)～要予約

あそびのひろば

就学前の親子６組
講師

（６組要予約）

巡回相談日
臨床心理士さんが来てくださいます。
お子さんの発達や育児の事など気軽
に相談できます。

歯の健康について伺います。実践を交えながら、子ども
嫌がらない仕上げ磨きの方法などを楽しく教えていただ
きます。
日常生活に欠かせないものとなったスマホやメディアは
子どもたちにどのような影響を与えるのでしょうか・・

ファミリーサポート金の鈴

鮫島孝子さん うまくつきあっていくには？一緒に考えましょう。

12/21(火)10:45～11:45

12月の世代間交流は毎年恒例のおたのしみ会です。

就学前の親子６組
材料費：無料

紙芝居や工作など、楽しいことを企画中です。
お楽しみに♪

時間

１０：３０～１１：３０ 予約はいりません。 直接会場におこしください。
※予定変更の場合があります。実施の有無は、ぴーかぶーまでお問合せください。

第２月曜日

第４金曜日

第３木曜日

川西コミュニティセンター
１１月８日（月）
１２月６日（月）
１月１７日（月）

紫町公園
１１月１８日（木）
１２月１６日（木）
１月２０日（木）

三島こども文化ステーションのホームページ
がリニューアル！
気象警報発出時のぴーかぶー開室状況など、
最新情報を更新します。
ぜひお気に入り登録を
お願いします。
Facebookもこのホーム
ページから閲覧できます♪

一時預かり

①10:30～12:00

※新型コロナウィルス感染拡大状況により、予定が変更となることがあります。

12/9(木) 10:45～11:45
子育て講座①

３０日（火）

こりすのへや

※０歳〜就学前を対象に一時預かりをしています。
月曜日〜金曜日 10:00～16:00
1時間600円
「どうぞのおいす」窓口または電話申し込み
（２か月前〜２日前）
※事前登録をお願いします。ぴーかぶーでも登録できます。
つどいの広場 どうぞのおいす・一時預かり こりすのへや
住所：高槻市清福寺町１３－６
TEL・FAX：０７２－６８５－２２２４

真上公民館
１１月２６日（金）
１２月３日（金）
１月２８日（金）

『高槻の自然がわかるみんなの博物館
あくあぴあ芥川』
南平台の芥川沿いにある「あくあぴあ芥川」は博物館施設の指
定を受け、平成27年に資料館から高槻市立自然博物館となりま
した。私の散歩コースにある身近な施設が、博物館になって、誇
らしい気持ちになりました。以前外国の方が「我が町の 誇りは
博物館があることです」と、それはそれは自慢げだったのが少し
わかりました。「あくあぴあ芥川」の理念として、芥川をフィー
ルドにみんなで調査、成果をみんなで共有すること、高槻の自然
を知り、自然と人、人と人が繋がっていくことで、生活を豊かに
するとありました。その理念の通り、川の上流、中流、下流をイ
メージした水槽や、周辺にすむ鳥や動物の剥製などの展示。自然
をテーマにした企画展、子ども向けのワークショップ、イベント
もたくさん催され、楽しみながら自然を学べます。「ハグロトン
ボ調べ隊」などのフィールドワークでは子どもも一緒に調査をし
ます。小さな子どもには毎月「おはなし会」があり、またどうぞ
のおいすの「紫町あそびのひろば」で、学芸員さんが身近な自然
さがしをしてくださいます。あくあぴあブログは、イベントの情
報だけでなく魚のえさやりの動画など盛りだくさんです。子ども
の成長に合わせて、長く親しみ楽しめる、みんなの博物館「あく
あぴあ芥川」は私の一押し！です。
スタッフ 古橋則子

