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つどいのひろば ぴーかぶー 〒569-1136 高槻市郡家新町6－16 TEL/FAX  072-682-0677 ☟

（ぴーかぶーからの着信時は050-1483-9419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/

つどいの広場

高槻市地域子育て支援拠点事業

子育て講座②

『発酵食品のおはなし』

12月13日(火)10:45～11:45
私たちの健康を支えてくれるお味噌などの

発酵食品について伺います。健康に良い

〝菌活〟を通じて、日々の暮らしも豊かに

しませんか？

☆就学前の親子10組
☆講師 「テマヒマ」店主

味噌ソムリエ

太田智子さん

子育て講座①

『子どものケガと病気の対処法』

12月22日(木)10:45～11:45
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10組 ☆資料代:200円

☆講師 小児科医

NPO法人はんもっく代表

福井聖子さん

ぴーかぶーつうしん

12月のわらべうた
ちっちゃいまめ ころころ

ちっとふくれて ころころ

もちっとふくれて ころころ

もちっとふくれて ころころ

こんなにふくれて ころころ

１２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

なしやわらべうたうたを楽しみ

ます。お絵かきコーナーもあり

ますよ。

三島子ども文化ステーション

ホームページ

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がけくだ

さい♪ （材料費100円）

※11/14(月)～

要予約

★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。

★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。

※11/22(火)～

要予約

12月の予定

★現在、利用時間・利用組数の制限を行っています。

２交代制：《午前》10:30～12:00  

《午後》13:00～15:30  

利用組数：各回親子10組まで（先着順/予約不要）

※毎週金曜日の午後は【ハイハイ赤ちゃんの日】です。

★ランチタイム：12:00～12:40

利用組数：3組

※事前連絡をお願いします。



 

 

1/11(水)10:45～11:45 地震や豪雨などの災害が起こった時、ご自身とご家族の

    防災講座 就学前の親子10組   命を守るために普段から備えておくべきことを教えてい

 ※12/12(月)～要予約 講師 助産師・防災士 西村美津子さん ただきます。

1/26(木)10:45～11:45 簡単なルールで子どもも大人も楽しめるボードゲームや

就学前の親子10組 カードゲームを体験してみませんか？親子や夫婦でのお

 ※12/26(月)～要予約 うち時間にもぴったりです。

1/17(火)13:00～15:00 『世代間交流』は地域の方とも交流しながら、手作り　

  干支の壁飾り 就学前の親子8組  材料費:50円　 を楽しみます。今回は『干支の壁飾り』を作ります。

  ※12/19(月)～要予約 教えてくれるひと:前園加代子さん お楽しみに☆

　

 

 

　

　

 

子育て講座①

子育て講座②

講師 　               　　浜田和代

世代間交流

世代間交流

12月のお誕生会とおはなし会

２6日(月)１１時～

12月生まれのおともだち

☆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10組（要予約）

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。

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。

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。)

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。

２１日（水）
13:30～15:30

巡回相談日

あそびのひろば

太田智子さん 福井聖子さん

第３木曜日

紫町公園
１２月１５日（木）
１月１９日（木）
２月１６日（木）

第４金曜日

真上公民館
１１月２５日（金）

１２月２日（金）第１金曜日

１月２７日（金）
２月２４日（金）

毎週金曜日

13:00～15:30

ハイハイ赤ちゃんの日

『おたのしみ会』

12月20日（火）10:45～11:45
ぴーかぶーでは今年もおたのしみ会を開催します。

紙芝居や工作などをして楽しみましょう♪

☆就学前の親子10組

☆材料費:無料

※11/21(月)～

要予約

1月の予定

第２月曜日

川西コミュニティセンター
１２月１２日（月）

１月１６日（月）第３月曜日

２月１３日（月）

三島子ども文化

ステーション

Instagramは

こちら⇒

一時預かり 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

※ご利用前に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

東京おもちゃ美術館
先日、東京に行くことがあったので、以前から気になっ

ていた『東京おもちゃ美術館』に行ってみました。

昭和１０年に建てられた歴史的建築遺産でもある旧四谷

第四小学校の校舎を利用していて、建物も私にとっては、

とっても懐かしかったです。

まずは〝グッドトイ展示室〟から始まり、ぴーかぶーに

もあるおもちゃもいくつかありました。

〝おもちゃのもり″という所は、床やセンターハウスが

無垢の木で作られていて、広葉樹の玉２万個のボール

プールに入ればとってもリラックスできます。

〝ゲームの部屋〟ではボードゲームで遊ぶこともでき、

こまやお手玉などの〝伝承遊びの部屋〟では、片手で持

てないような大きなけん玉や、けん玉が５つ繋がってい

るのもあり、置いてあるおもちゃは遊べるので、おば

ちゃん２人でしたが、２時間ほど楽しみました。

木のおもちゃは子どもの五感に働きかけ、感性豊かな心

の発達を促すそうです。

親子で来られている方もたくさんいて、子どもたちは生

き生きと遊んでいましたよ。

高槻にもおもちゃ美術館が出来て欲しいな‥と思いまし

た。

スタッフ 古藤真由美

家族で楽しむ

ボードゲーム
ぴーかぶースタッフ

おもちゃコンサルタント


