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【9 月エンジェル教室
開催会場お知らせ】

～ゆりかごって、どんなところ？～

小金井市子ども家庭支援センターゆりかご NO.138
2021 年 8 月２０日 発行

新型コロナワクチンの接種が着実に進んで
いるようです。ゆりかごでも 2 階で接種を終え
たお母さんが、終了後に親子で遊ぶ姿も見られ
るようになりました。予防接種の効果が少しで
も早く表れる事を期待したいですね。そろそろ
夏休みが終わります。昨年に続き 2 度目のコロ
ナ禍の夏休みはどの様に過ごされたのでしょ
うか？以前は買い物ついでにふらっと立ち寄
れたゆりかごも、未だに事前申し込みや、人数
制限があって利用しづらい事と思います。子ど
もたちにとって安心・安全な遊び場の提供がゆ
りかごの役割の一つでもあります。いつまで？
となかなかゴールも見えない中ですが、皆さん
のご理解、ご協力をいただきながら、この時期
を乗り切っていきたいと思います。この「ゆり
かご便り」の裏面にもありますが、毎日 12 時
30 分からは事前申し込み不要の「フリータイ
ム」です。夏の最も暑い時間帯の移動となりま
すが、一度使ってみてはどうでしょうか？
（松藤）

☆☆

初めての方に親子あそびひろば「ゆりかご」をゆっくり
ご案内します。プレママ・プレパパも参加できます。

日時：９月２９日（水）
1４:30～1５:00
場所：ゆりかご
※申込み・問い合わせは、ゆりかごまで

☆☆

☆☆

ふたごのつどいに参加しませんか？
情報交換や仲間づくりのための集いを行います。

日時：９月 18 日（土）10:00～12:00
場所：保健センター 大会議室
定員：７組【申込順】
♦申込：8 月 17 日（火）10:00～
※このプログラムに参加された方は、ひろばの利用はできません。

詳しくは申込みの際、スタッフが
ご案内します。

ホームページにおうち遊びのヒントを掲載中

日時：９月 1４日（火）
10:00～11:15
場所：マロンホール（東町 3-7-21）
対象：０歳の親子
定員：８組 【申込順】
◆申込：９月１日（火）10:00～

【マロンホール地図】

ひろば開催のプログラムについて
記載のプログラムは、会場がひ
ろばになりますので、当日はプロ
グラムにご参加する方のみのご
利用となります。ご理解・ご協力
のほどお願いいたします。

【対象プログラム】
9 月 ９日（木）午前 エンジェル教室
９月２２日（水）午前 カルガモ教室
９月３０日（木）午前 エンジェル教室

総合相談
TEL: 042(321)３１４６
◎当センターは身近な相談所として子どもと家庭に関する
あらゆる相談をお受けします。
・JR 東小金井駅徒歩 7 分
・CoCo バス（東町循環) 駅開設記念館前すぐ

☆☆

☆☆
☆☆

９月のエンジェル教室は、ゆりかごが
会場になりますので、当日は直接ゆりか
ごまでお越しください。
【開催日】9 月 9・30 日（木）

プレママ・プレパパさん、赤ちゃんの抱っこの仕方やあ
やし方を体験したり、出産後のことなど助産師さん、先
輩ママを囲んでお話ししませんか？

日時：９月 25 日（土）14:00～15:00
場所：保健センター １F 大会議室
対象：妊婦さん・パートナーの方
（おひとりの参加もできます）

定員：５組 【申込順】
◆申込：９月１日（火）10:00～

専門相談
◎こころの相談

TEL:

042(321)３１４６

※予約が必要です

ご自身が気にかかっていること、心の整理をしたいことが
ありましたらお気軽にご利用ください。臨床心理士がお話を
伺います。
《相談中はお子さんを保育します。相談は相談室で行います。
》

小金井市子ども家庭支援センター ゆりかご
〒184-0015

小金井市貫井北町 5-18-18

TEL:042(321)3141

FAX:042(321)3190

相談 TEL：042（321）3146
URL: http://k-yurikago.org/

保健センター１階

ゆりかごホームページ

E-mail: mail@k-yurikago.org
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ボランティアさんによる楽しいプログラムです。
参加希望の方は、ひろば予約をお願いします。
都合により中止になる場合があります。

プレママ・プレパパ
14:00～15:00

ひろばの予約について
エンジェル教室 ＊予約が必要なものは

に内容を 記載してあります。
＊すでに定員に達しているプログラムもあります。
＊プログラムは都合により変更になる場合があります。
＊その他はひろばの予約で参加できます。

14:30～15:00

親子あそびのひろば

ひろば開催のプログラムについて

日時：９月1４日（火）10:00～11:15
場所：マロンホール
対象：０歳の親子
定員：８組（申込順）
申込：９月１日（水）10:00～

さくらんぼ
ふたごのつどいに参加しませんか？
情報交換や仲間づくりのためのあつまりです。

日時：９月18日（土）10:00～12:00
場所：保健センター １F大会議室
定員：７組（申込順）
申込：8月17日（火）10:00～
※このプログラムに参加された方は、ひろばの利用
はできません。

プレママ・プレパパ ようこそゆりかごへ
助産師さん、先輩ママさんを囲んで、お話ししませんか？

利用時間

火曜日～土曜日

１．１０：００～１２：００ 予約
２．１２：３０～１４：００ フリー
３．１４：００～１６：００ 予約

※定員は各回１５人程度となります。
※予約は、利用したい日の前日か当日（火曜日利用の場合は土曜日）に、ゆりかごの
予約電話（042-321-3141）かカウンターで直接予約をしてください。（電話優先）
※予約受付時間は、９：３０～１６：３０です。※予約受付時間は、９:３０～１６:３０です
※予約利用回数は１週間に２回までです。
※同日にフリーと予約の併用はできません。
※詳しくはホームページをご覧ください。
ゆりかご
※駐車場スペースが限られていますので、車での来所はご遠慮ください。
ホームページ

下記プログラムは、会場がひろばになりますので、
当日はプログラムにご参加する方のみのご利用と
なります。 ご理解・ご協力のほどお願いいたします。
【対象プログラム】
9月 ９日（木）午前 エンジェル教室
9月２２日（水）午前 カルガモ教室
9月３０日（木）午前 エンジェル教室

＊エンジェル教室（全２回）

日時：9月25日（土）14:00～15:00
場所：保健センター １Ｆ大会議室
対象：妊婦さん・パートナ―の方
（おひとりの参加もできます）

定員：5組（申込順）
申込：9月１日（水）10:00～

各月初回前日までに、お電話、 ＊２歳児グループワーク
または直接ゆりかごへお申込
（全５回）
みください。
9月スタートの新講座。
（連続講座）
2歳代のお母さん同士の
＊カルガモ教室（全２回）
グループワークです。
次回の申込みは、9/1発行の
今年度の募集は終了して
市報でお知らせ予定です。
います。

学び

＊あぷりこっと（全3回）

次回の申込みは、11/1発行
の市報でお知らせ予定です。

＊１歳児グループワーク（全５回）
次回の申込みは、9/1発行の
市報でお知らせ予定です。

