高槻市地域子育て支援拠点事業

Vol.168
★月火木金 開室時間
各回予約 最大 15 人
➀10：30～12：00
②12：30～14：00
③14：10～15：40
（0 才～1.5 才くらい）
開所 月・火・水・木・金
休み 土日・祝 １０：３０－１５：３０
★ランチタイムは
NPO 法人三島子ども文化ステーション URL；https：//ｍishimakodomo.org/ ありません

おたより

20２１年
情報満載 HP！

まん延防止重点措置が 8 月 22 日（日）迄延長になりました。 月・火・木・金（3 部制） 水・土（2 部制）で
開室しています。最大 15 人（予約制）です。当日の予約も可能です！お気軽にお問い合わせください。
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★水曜日開室時間
各回予約 最大 15 人
➀10：30～12：00
②13：00～15：30
★ランチタイムは
ありません

土

３日（火） 13:00～巡回相談の日は小林一恵さん（北摂杉の子会臨床心理士）が来られます。
お子さんの発達や育児で気になる事などお気軽にご相談ください。 ※8 月のみ第 1 火曜日に変更
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月・火・木・金 １４：1０～赤ちゃんの時間です
（0-1.5 さい位）の時間です
❁ご希望の方は、身長体重の計測します
❁スタッフと一緒にわらべうたを楽しむ時間を設けています
水曜日は 2 部制 年齢制限ありません
❁❁❁
●Part2●

子育て講座 ❁❁❁

8/26（木）

『マスク型名札づくり』

材料費１５０円

ピンを使わないので、赤ちゃんには安心に使える
マスクを使った名札です。

８/24（火） 申し込みなし自由参加

『折り紙の時間』

お祝いしてくれるお友達と工作をしたり、おはなしを見たり
聞いたり！楽しく過ごしましょう！
身長体重測定有

※前日までにご予約下さい
❁❁❁

●Part１●

子育て講座 ❁❁❁ 要申込６組の親子

『離乳食講座』
８/６（金)

10：45-11：45

✿講師 生野敦美さん （高槻市栄養士会所属)
✿対象 離乳食をこれから始めようとする親子
✿離乳食のすすめ方、つくり方、固さ、大きさ、量、味付け等々
離乳食の基本を学びます。

10：45-11：45

〇簡単な季節のものを折ります
〇講師 こたにほづまさん（真上地区福祉委員会）
●Part４●

8 月生まれのお誕生日会です。
お誕生日のプレゼントは記念写真入りカードと
ひろさんのおはなし会です。

要申込 3 組

10：30～12：00 or 14：10～15：40

●Part3●

８月のお誕生会 20 日(金)11：00～

8/16（月）

申し込みなし自由参加
『お絵かきの時間』 10：45-11：45

〇みつろうクレヨンを使ってお絵かきします
※いずれも密にならないように配慮して実施します

❁❁❁ パパとあそぼ！ ❁❁❁
『みんなでパパトーク』 8/21（土） 要申込６組の親子
❁ 講 師 川人雄太さん
（現役数学教師＆100 円たこ焼き店主）

❁子育てってこんなに大変なんだぁ！・・・パパになって初めて知
り、地域のパパ同士が仲良くなって、一緒に子育てできたらいい
なぁと考えたそうです。チョッとユニークな生き方をしている川人
さんを中心に、わいわいがやがやとパパトークしてみませんか。

この事業は、地域の子育て支援団体の協力を得て開催しています。
新型コロナウイルス感染拡大防止のため予定変更されることもあります。
ご理解ご協力の程よろしくお願いします。

❁時間 10：30－11：30
❁予約はいりません
❁公園ひろば 雨天中止
❁流れ・・・おもちゃで遊んだあとは体操やお歌、おはなし会を楽しみます
場

所

（原則）

月

先着 20 組

第３木

８月なし

真上公民館 先着 10 組

第４金

8 月 27 日（金）

紫町公園
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次 月 のお知 らせ
❁❁❁ パパとあそぼ！❁❁❁

❁❁❁ 子育て講座❁❁❁
要申込６組の親子

９月３日（金）

申込開始 ８/３(火)～

10：45-11：45

申込開始 8/18(水)～

9 月 18 日（土）

10：45-11：45

『パパといっしょにわらべうた！』

『 ベビーマッサージ 』
✿講 師

要申込６組の親子

松山まりこさん

（trnity spa 主宰 ベビーマッサージインストラクター)
✿対 象 ３～８か月位のおやこ
✿持ち物 バスタオル 水分補給 ✿オイル代 150 円

三 島 子 ども文 化 ステーション
ホームページがリニューアル！！

❁ 講 師 岩出景子さん

❁子育てやあそびの中で歌い継がれてきたわらべうた。
いろいろな絵本の紹介と共に一緒に楽しみましょう。

一 時 預 かり

つどいのひろばリアルタイムなお知らせや
三島子ども文化ステーションイベントの
ご案内等、迅速にみなさんへお届けしたいと

（野の花文庫主宰）

『 こり すの へ や 』

一時預かりをおこなっています
0 才～就学前のお子さんを対象
月曜日～金曜日 ６00 円/h

10：00～16：00

思っています！

事前登録が必要です

ぜひ、お気に入り登録を

詳細・ご案内は、

お願いします。

NPO 法人三島子ども文化ステーション HP または、
スタッフに直接お問い合わせください

ひ ろ ばス タッ フ か らメッ セ ー ジ
毎月第 2 土曜日はパパの育児参加を応援する講座を主催しています。
7 月は「ベビーマッサージ」です。
講師はアロマセラピストとして 30 年のキャリアをもつ西かずみさん。
パパたちは、西さんが歌うわらべうたに添って我が子の体をマッサー
ジしてゆきます。最初は恐る恐る・・・恐々と挑戦です。
先生の一挙一動に注目し、汗をかきかき大奮闘です。
室内はパパの一生懸命さと子どもたちの賑やかな泣き声
が、とても良いハーモニーを醸し出しています。
パパとあそぼ！企画ならではのベビーマッサージでした。

人って「シクシク」 泣きますよね
「ハハハハ」って笑いますよね。
4×9＝36 8×8＝64
答えを足すと、100 になります
人生を「100」とすると、悲しいこと
は「36」嬉しいことは「64」で、倍近
くあります。どんなに号泣（5×9＝
45）しても半分以下。
人生は泣いて笑って 100 になる！

どうぞのおいすスタッフ おおたひろみ
●●●

❁❁ ８月・９月のわらべうた ❁❁
♩じゃこかい じゃこかい じゃこなんもんめ
じゃこいちもんめ
ほ～ たかいたかいよ

お問い合わせ先

●●●

NPO 法人三島子ども文化ステーション 事務局まで
〒569-1132 高槻市清福寺町１３－６
T/F ０７２-６８５-２２２４
mishimakodomo@sunny.ocn.ne.jp

（お手玉あそび）

新型コロナウイルス感染拡大防止のため予定変更されることもあります。
ご理解ご協力の程よろしくお願いします。

