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【11 月エンジェル教室
開催会場のお知らせ】

子ども乗せ自転車にこれから乗る方も、もうすでに利用さ
れている方も、改めて正しい乗り方やルールを聞いてみませ
んか？子どもと並走する時の注意や子どもに多い事故など警
察署の方が詳しくお話し下さいます。

11 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】11 月 11・25 日（木）

日時：11 月 26 日（金）10:30～11:00
場所：ゆりかご

詳しくは申込みの際、スタッフが
ご案内します。

※参加希望の方は、ひろば予約をお願いします。

♪だ～れかさんが、だ～れかさんが、
だ～れかさんが、み～つけた～♪
サトー八チロー作詞、中田義直作曲 この童謡
を聴くとなぜか優しい気持ちになります。これ
からの季節は、親子で散歩が楽しそうです。ち
ょっと腰をかがめると小さな秋が見つかるかも
しれませんね。
緊急事態宣言がようやく解除されました。こ
のまま落ち着いてくれると良いのですが・・・。
昨年、初めてのゆりかご閉所の時から、保護者
の皆様には色々とご協力を頂いてきました。今
は人数制限を設けた電話による利用の申し込
み、様々なプログラムは参加人数を減らしたり、
開催場所を市内の公共施設に移したりと通常の
ゆりかごに戻るにはもう少し時間がかかりそう
です。今回緊急事態宣言の解除を受けて、利用
人数を増やすことにしました。現在 1 回 15 人
を２０～25 人へと増やします。ただ状況を見
ながらですので、ご理解、ご協力をお願い致し
ます。
（松藤）

☆☆

☆☆

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。
（松藤）

日時：11 月 10 日（水）10:00～12:00
場所：保健センター２F 講堂

（会場が変更になりました）
定員：７組【申込順】
♦申込開始：10 月 15 日（金）10:00～

☆☆

☆☆

☆☆

日時：11 月 9 日（火）
10:00～11:15
場所：三楽集会所（貫井南町 3-6-8、小金井四小近く）
対象：０歳の親子
定員：8 組 【申込順】
◆申込開始：10 月 26 日（火）10:00～

☆☆

お楽しみの時間で大人気♪平井みどりさんのパネル
シアターがお父さんスペシャルにやってきます❕

日時：11 月 13 日（土）10:15～11:00
場所：保健センター ２F 講堂
対象：お父さんとお子さん
定員：8 組 【申込順】
◆申込開始：10 月 23 日（土）10:00～
※このプログラムに参加された方は、ひろばのご利用はできません。

臨時
出張ひろば

について
臨時出張ひろばは、新型コロナウィルス対策
のために令和３年度のみ実施するものです。

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。
☆☆

「

☆☆

と

」

子どもの気質から子どもを理解するとは・・・
お話を聞いて、家庭での父親の役割と育児のヒントを
皆さんと一緒に探してみませんか？

日時：11 月 27 日（土）14:00～15:30
場所：保健センター１F 大会議室
内容：子どもの発達理解と関わりについて
のお話しと質疑応答
講師：丸谷 充子先生（臨床心理士）
対象：０歳～３歳までのお子さんのお父さん
定員：8 組（申込順）
※保育あり・定員５名【申込順】
♦申込開始：11 月 2 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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ひろば開催のプログラムについて

ひろばの予約について

＊予約が必要なものは
に内容を 記載してあります。 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。
＊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。
【対象プログラム】 11/４（木） 午後 助産師さんと話そう
＊その他はひろばの予約で参加できます。
11/11(木） 午前 エンジェル教室
＊【★】マークの時間帯は講座の保育で使用するため、
11/24（水）午前 カルガモ教室
予約が取りにくくなっています。
11/２5（木）午前 エンジェル教室

親子あそびのひろば
利用時間

保健センターで開催
(予約・申込順・8組)
申込：11/2(火)10:00～
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14:00～15:30

午 30
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26 警察署からのお話し 27

25
カルガモ教室

★ １歳児ｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸ②

火曜日～土曜日

お父さん講座
「子ども理解と父親の役割」

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２5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
ホームページ

お楽しみの時間

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。

日時：11月27日（土）14:00～15:30
場所：保健センター１F大会議室
内容：子どもの発達理解と関わりについて
のお話しと質疑応答
講師：丸谷 充子先生（臨床心理士）
対象：０歳～３歳までの
お子さんのお父さん
定員：8組（申込順）
※保育あり・定員５名（申込順）

申込：11月2日（火）10:00～

談話室でソフトつみきをします
【午前の部】 10:00～11:30

【午後の部】 14:00～15:30
・各回、後半の時間はお母さんも入れます。
・参加希望の方は、ひろば予約をお願いします。

助産師さんと話そう
卒乳・断乳について
助産師さんと一緒にお話ししませんか？

日時：11月4日（木）14:00～14:45
場所：ゆりかご
定員：７組（申込順）
申込：10月21日（木）10:00～

0歳のあつまり
日時：11月9日（火）10:00～11:15
場所：三楽集会所
対象：０歳の親子
定員：8組【申込順】
申込：10月26日（火）10:00～

さくらんぼ
双子のつどいに参加しませんか？
日時：11月10日（水）10:00～12:00
場所：保健センター２F講堂
（会場が変更になりました）
内容：情報交換や仲間づくりのための集いを行います
対象：多胎児とその家族、および多胎児妊婦の方
定員：7組【申込順】
申込： 10月15日（金）10:00～

警察署からのお話し
子ども乗せ自転車にこれから乗る方も、もうすでに利
用されている方も、改めて正しい乗り方やルールを聞
いてみませんか？子どもと並走するときの注意や子ど
もに多い事故など警察署の方が詳しくお話下さいます。

日時：11月26日（金）
10:30～11:00
場所：ゆりかご

※参加希望の方は、ひろば予約をお願いします。

