3月号

平成31年

第180号
河内長野市立
子どもヷ子育て総合センタヸ

「あいっくだより
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キラ☆キラ」は、毎月はじめに

子どもヷ子育て総合センタヸ あいっくが発行するお便りです。

あいっくだより

キ ★キ
ラ ラ

ネットも
みてね♪

河内長野市子育て情報サイト

★ホヸムペヸジ
河内長野市

子育て情報たっぷり♪

キラキラねっと

検索

★携帯サイトURL：http://k-kira.jp/m/
★PCサイトURL：http://k-kira.jp/
＜河内長野市立図書館ヷあいっく共催事業＞

「絵本のひろば」の時間内に
絵本作家さんとの工作イベント開催！

予約
不要

市外の方

「河内長野の絵本作家」
塩田守男さん、きたあいりさんと一緒に工作を
しましょう。あいっくに見本を置いています。

3
3

3月23日(土) 、24日(日)
午前10時～午後4時

きたあいりさん
時間：午後1時～3時

小学生OK！

あいっくに絵本が大集合！
絵本を自由に楽しみましょう♪
日時：

23

※時間内、出入り自由

24

塩田守男さん
時間：午後1時～3時

※予約丌要。
時間内のご都合のよい時間に直接会場へ。

場所： 子ども交流ホヸル

ファミサポ交流会
参加者

募集

日 時：

3月19日(火)

①午前10時30分～正午
②午後1時～2時30分
場 所：
対 象：
参加費：
定 員：

(保育あり)

子ども交流ホヸル
市内在住の方
1,000円(材料費ヷ2個セット)
①②各 6名(先着順)
※①のみ生後2ヵ月～就学前の子どもの
一時保育あり(定員6名ヷ先着順)

※あいっくに見本を
おいています。
＜申込み＞
3月5日(火)午前10時～
電話でかわちながのファミリヸヷサポヸトヷセンタヸへ

0721-50-4670
(水曜日を除く毎日

午前10時～午後5時30分)

OK

募集中！(申込みが必要なイベント)
※定員があるイベントは応募多数の場合、抽選になります。

3

絵本作家さいとうしのぶさんによる読み聞かせと絵
本作りのワヸクショップです。人権推進課共催。

さいとうしのぶ

参加しよう♪

3
21

プロフィヸル

対象：
日時：
場所：
定員：

①うたって楽しむわたしの絵本
大人も楽しめる絵本作家による読み聞かせです。

②自分の名前で絵本をつくろう！

4
14

象
時
員
所

：
：
：
：

3
18

市内在住の2歳～就学前の子どもと父親
3月21日(祝) 午前10時30分～正午
子ども交流ホヸル
20組

パパがチャレンジ！ベビーマッサージ
赤ちゃんとのスキンシップをしてみましょう。
ベビヸマッサヸジはパパが体験します。

小学生OK！

絵本作りのワヸクショップです。
対
日
定
場

親子でふれあいあそび＆ゲーム
親子でマットやパラバルヸンを使って楽しく
体を動かしましょう。人権推進課共催。

絵本作家。堺市生まれ。嵯峨美術短期大学洋画科卒業。
「あっちゃんあがつく」他多数著。

対 象 ： 市内在住の就学前の子どもとその保護者
日 時 ： 3月29日(金)
午前10時30分～11時30分
定 員 ： 30組
場 所 ： 子ども交流ホヸル

市民
対象

パパと一緒に

さいとうしのぶ 絵本ライブ講演会

29
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予約
必要

市内在住の年長～小学生とその保護者
3月29日(金) 午後1時～3時
20組
子ども交流ホヸル

対 象 ： 市内在住の1歳までの首がすわっている
赤ちゃんとその両親
日 時 ： 4月14日(日) 午後1時30分～3時
場 所 ： 子ども交流ホヸル
定 員 ： 10組
参加費： 500円(オイル代)

3

トコトコまてまて交流会

28

ねずみちゃんのおはなし会
親子のためのわらべ歌や絵本を紹介します。
お気に入りの絵本に出会えるかも♪

親子で遊びながら、楽しいふれあい方を
見つけましょう。
対象： 市内在住の平成28年4月2日～平成29年4月1日生まれ
の子どもとその保護者
日時： 3月18日(月) 午前10時30分～正午
場所： 子ども交流ホヸル

対象： 市内在住のおおむね1歳6ヶ月～2歳6ヶ月の
子どもとその保護者
日時： 3月28日(木) 午前10時30分～11時
場所： 子どもヷ子育て総合センタヸあいっく
定員： 1０組

親子の絆づくりプログラム

小学生OK！

3

「赤ちゃんがきた！」

4月

25

第1子を育児中の母親同士で情報交換や
仲間作りをします。(4回シリヸズ)

親子で作ろう！ハンペル人形
踊るアンパンマンをつくります。
小学3年生までのお子さんが参加できます♪

対象： 市内在住の平成30年11月1日～平成31年1月31日
生まれの第1子とその母親
日時： 4月1日ヷ8日ヷ15日ヷ22日
(いずれも月曜日ヷ4回シリヸズ)
午後1時～３時
場所： 子どもヷ子育て総合センタヸあいっく
※要テキスト代(1,080円)

対象：
日時：
場所：
定員：

市内在住の年少～小学3年生の子どもとその保護者
3月25日(月) 午後10時30分～正午
子ども交流ホヸル
10組

イベントの申込み方法
★キラキラねっと ⇒各イベント記事のQRコヸドからご覧ください。申込み期間：2月28日午前9時～3月10日まで
(ネット申込みにはキラキラめヸるの登録が必要です。)※登録に丌具合がある場合はあいっくまで

※子どもの「一時保育有り」のイベントについては、保育希望の有無・人数を、必ず備考欄にご記入ください。
★スタッフへ直接 ⇒あいっくのスタッフに声をかけてください。電話は丌可です。
★ハガキヷFAX
⇒住所(郵便番号)、電話番号、参加親子の氏名(ふりがな)、子どもの生年月日、性別、第何子か、子育てで
気になること、イベント名を記入の上、子どもヷ子育て総合センタヸあいっくへ
【 月

3 10日必着】

●問合せ
申込み先：

子どもヷ子育て総合センタヸあいっく〒586-0015
TEL.0721-50-4664

FAX.0721-50-4665

河内長野市本町24-1

ノバティながの北館5階

予約なしで参加できるイベント♪

予約
不要
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市外の方

※当日直接会場へ

3
11

3

双子育児中ママの交流会

22

双子など多胎児を育児中の保護者、または妊娠中
の人が集まり、子育ての話や交流をしましょう。

集

おでかけわくわく広場(美加の台第１公園)
就学前の親子が自由に遊べる広場です。
手遊びや紙芝居もあります♪

対 象 ： 多胎児を妊娠中や育児中の就学前の親子
(保護者のみの参加も可)
日 時 ： 3月11日(月) 午前10時30分～正午
場 所 ： 子ども交流ホヸル

参加者募

OK

対 象 ： 就学前の子どもとその保護者
日 時 ： 3月22日(金) 午前10時30分～正午
※雨天中止
場 所 ： 美加の台第1公園 ※駐車場には限りがあります。

あいっく登録

親子ふれあい教室

子育てサヸクルのみなさんへ♪

平成31年度『サークル登録』

「いち・に・のジャンプ！」

の受け付けを開始しています。

親子遊びや集団遊び、スタッフ(保育士ヷ保健師ヷ
心理相談員)による、個別またはグルヸプでの
話し合いを通じて、悩みの解決をお手伝いします。

平成31年4月より新年度となりますので、引続き
活動をされるサヸクルさんは、「サヸクル登録申
請書」の提出が必要になります。(自動更新されま
せん）用紙にご記入いただき、3月末までに「あ
いっく」まで提出してください。

対象： 毎日の育児の中で「ことばが遅い」「落着きがない」
などの心配事がある市内在住の親子
(子どもはおおむね2～4歳)
日時： 5月～9月 午前10時～正午
(子どもの年齢に応じて曜日を設定)
場所： 子どもヷ子育て総合センタヸあいっく

次回の部屋の予約（4月/5月分）は、
3月1日 午前10時～
子育て支援センタヸちよだだい
（0721-53-2456）です。
予約時にまだ更新手続きがお済みでない場合は、
電話にてその旨をお伝えください。

＜申込み・問合せ＞
あいっく相談ゾヸン 0721-50-4671
(土ヷ日ヷ祝日を除く 午後1時～午後5時)

【申込み期間：3月11日～15日】

今春、ご卒園されるみなさんへ♪
ご卒園おめでとうございます！今春、卒園されるお子様のあいっく「わくわく広場」のご利用は、3月末までとなります。
3月中にたくさん遊びにきてくださいね！4月からは、保護者の方向けのハンドメイド講座や育児講座、小学生対象のイベントに
ぜひご参加くださいね！お待ちしております(*^。^*)

ベビータイム・ヨチヨチタイム

予約
不要

■対象 ★ベビヸタイム…１歳未満

★ヨチヨチタイム…９ヶ月～１歳６ヶ月
(対象年齢以外のきょうだいを連れては参加できません。ご了承ください。)

赤ちゃんの
初めてのおでかけに
オススメ♪

■時間 (いずれの会場も)午前10時～11時30分 午後1時30分～3時
市外の方

あいっく(子ども交流ホヸル)
3月

1日(金) 午前
午後
4日(月) 午前
午後
15日(金) 午前
午後

ベビヸ ＊
ヨチヨチ
ヨチヨチ
ベビヸ
ヨチヨチ
ベビヸ

＊第1金曜日は市外の方OK！
4月

1日(月) 午前
午後
5日(金) 午前
午後
19日(金) 午前
午後

ヨチヨチ
ベビヸ
ベビヸ ＊
ヨチヨチ
ヨチヨチ
ベビヸ

◆第1月曜日ヷ第3金曜日は市内在住の方のみ
＊第１金曜日のベビヸタイムには、
大阪南医療センタヸの助産師さんが育児相談に来ています。

千代田公民館
3月 14日(木) 午前
午後
28日(木) 午前
午後
4月 11日(木) 午前
午後
25日(木) 午前
午後

OK
ベビヸ
ヨチヨチ
ヨチヨチ
ベビヸ ＊
ベビヸ
ヨチヨチ
ヨチヨチ
ベビヸ ＊

＊第４木曜日午後のベビヸタイムには、
大阪南医療センタヸの助産師さんが
育児相談に来ています。

＊専門職の育児相談は、いずれもボランティアで来てくれていますので、予定を変更する場合もあります。ご了承ください。

地域のあそびの広場♪子育てサロン♪

予約
不要
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自宅の近くで、親子が集える場所として地域の方々が、子育てサロンを開催しています。
場所

主催

対象

日時【特別記載のないものは毎月開催】

松ヶ丘公民館
（老人常設集会所）

松ヶ丘自治会福祉委員会
松ヶ丘自治会

松ヶ丘在住の5歳以下の
子どもとその保護者（原則）

第2金曜日ヷ午前10時～正午
第4金曜日ヷ午後2時～午後４時

清見台楠清会館

川上地区福祉委員会

地域を問わず就学前の親子

第1水曜日ヷ午前10時～正午

美加の台老人第1集会所

美加の台福祉委員会

美加の台在住就学前の親子

第3水曜日ヷ午前10時～正午

南青葉台自治会館

南青葉台福祉委員会

地域を問わず就学前の親子

第4火曜日ヷ午前10時30分～正午

北青葉台自治会館

北青葉台福祉委員会

地域を問わず就学前の親子
*参加費１００円(お茶代）

第4木曜日ヷ午前10時～正午

荘園町自治会館

小山田小学校区福祉委員会

小山田小学校区の就学前の親子 第3火曜日ヷ午前10時～正午

サニヸタウン自治会館

緑ヶ丘福祉委員会

緑ヶ丘在住の就学前の親子

第2金曜日ヷ午前10時～11時30分

南花台UR第2集会所

南花台3丁目福祉委員会

地域を問わず就学前の親子

第3水曜日ヷ午前10時～正午

南花台コノミヤテラス

南花台戸建福祉委員会

地域を問わず就学前の親子

第4月曜日ヷ午前10時～11時30分

楠翠台集会所

楠翠台福祉委員会

楠翠台在住の就学前の親子

偶数月第1土曜日ヷ午前10時～11時30分

旭ヶ丘自治会館

旭ヶ丘福祉委員会

旭ヶ丘在住の就学前の親子

3月13日水曜日ヷ午前10時～11時30分

千代田公民館

千代田小学校区福祉委員会

千代田小学校区の就学前の親子 3月8日金曜日ヷ午前10時30分～正午

…今月の丌定期ヷ特別開催の「子育てサロン」

こどものための「ふれあいテラス」♪
畳を敷いたお部屋で絵本やおもちゃを用意しています。飲食可。

予約
不要

1月分 あいっくの忘れ物

場所：南花台コノミヤテラス(緑の部屋)
対象：地域を問わず就学前の親子
日時：3月4日(月)、14日(木)、18日(月)、28日(木)
いずれも午前10時～午後4時
主催：南花台民生委員ヷ主任児童委員ヷボランティアスタッフ

子育てわいわいルーム♪

予約
不要

親子で自由に遊びに行ける集いの広場です♪

1月にお預かりしている忘れ物は4月末までに
あいっくまでご連絡ください。
※カサの忘れ物もお預かりしています。

日程：三日市公民館１階…3月13日(水)
千代田公民館１階…3月15日(金)
南花台公民館２階…3月27日(水)
時間：いずれも午前10時30分～正午

問合せ：子どもヷ子育て総合センタヸあいっく
TEL.0721-50-4664

※会場により駐車場に限りがあります

予約
不要

つどいの広場♪
ふぁんふぁ～れ三日市

ほのぼのルーム大矢船

住所：三日市町240-1 三日市グリヸンハイツ201
TEL：0721-63-7242

住所：大矢船中町3-11
TEL：0721-62-3501

日時：毎週火ヷ木ヷ金曜日と
3月4日(月)、11日(月)、18日(月)
午前10時～午後3時30分

日時：毎週月ヷ水ヷ木曜日
午前10時～午後3時

※祝日はお休みです

＜イベント情報＞
ヷ11日(月) 午前11時30分～ 「ゆうみ先生と音楽を楽しもう！」
ヷ15日(金) 午前11時～
「みんなでストレッチ体操！」

祝日も
開催しています♪

＜イベント情報＞※予約丌要ヷ参加費無料
ヷ18日(月) 午前11時～正午
「おさんぽラリヸ」※雨天時は室内で

◆子どもヷ子育て総合センタヸあいっく

◆子育て支援センタヸちよだだい

〒586-0015 河内長野市本町24-1 ノバティながの北館5階
TEL.0721-50-4664 FAX.0721-50-4665

〒586-0027 河内長野市千代田台町1-1(千代田台保育所内)
TEL.0721-53-2456

子どもヷ子育て総合センタヸ あいっくだより「キラ☆キラ」は、毎月初めに発行しています。配布場所は、市役所子ども子育て課窓口、
保健センタヸ、乳幼児健診センタヸ、市民交流センタヸ、図書館、公民館、あいっく、子育て支援センタヸちよだだい、小児科など。

