☆☆

☆☆

【12 月エンジェル教室
開催会場のお知らせ】

お子さんと遊んだり、スタッフとお話ししませんか。
「ゆりかごはちょっと遠いな」という方も遊びにきてみてく
ださいね。おもちゃを用意してお待ちしています🎵
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朝晩の気温が下がり始め、少しずつですが
木々が色づき始めましたね。小金井には紅葉
の名所が何か所もあります。職員もそれぞれ
おすすめの場所があるので、是非声をかけて
みて下さいね。
ゆりかごってどんな場所？
先日、初めてゆりかごに遊びにきたお母さ
んは「お友達に、ゆりかごには大きな滑り台が
あるって聞いて」と楽しみにして来たとの事
でした。ゆりかごの滑り台は、2～3 人の子ど
も達が同時に滑ることが出来ます。
「庭でも遊
べるって聞いてきました。お庭は自由に使っ
ていいですか」と質問もよく受けます。庭の遊
具も昨年リニューアルして、ゆりかごに遊び
に来る小さい子ども達向けになりました。砂
場の中にも遊具が設置されて、面白い砂場に
なりました。
ゆりかごをどこで知りましたか？の質問
に、お友達に紹介されて・・という方が結構多
いです。私達職員にとってはとてもうれしい
事です。これからもお友達に紹介されて・・・
の声が多く聞かれるように、ひろばを充実さ
せていきたいと思います。
（松藤）

臨時
出張ひろば
ス

（松藤）

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

12 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】12 月 9・23 日（木）

日時：12 月 15 日（水）10:00～11:15
場所：婦人会館（梶野町 5-10-32）
対象：10 ヶ月～1 歳 5 ヶ月の親子
定員：15 名【申込順】
♦申込開始：11 月 30 日（火）10:00～

☆☆

詳しくは申込みの際、スタッフが
ご案内します。

楽 ☆ミニコンサート☆

☆☆
ゲストは栄養士
さんです。

日時：12 月 14 日（火）
10:00～11:15
場所： 桜並集会所（中町 3-19-12）
対象：０歳の親子
定員：6 組【申込順】
◆申込開始：11 月 30 日（火）10:00～

☆☆

楽

大人気のギロックさんによる
ミニコンサートです

☆☆
日時：12 月 24 日（金）
【午前の部】10:00～11:15
【午後の部】14:00～15:15

日時：1２月 21 日（火）
10:50～11:20
場所：ゆりかご

場所：ゆりかご談話室
※参加希望の方は、ひろば
予約をお願いします。

※参加希望の方は、ひろば
予約をお願いします。

「あげます・くださいコーナー」を再開します。
子ども服のご提供は、美品・季節もののみとさせていただきます。

OK ストア

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。
※桜並集会所は、トミンハイム１F になります。

☆☆

☆☆

～ゆりかごって、どんなところ？～

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：12 月 16 日（木）
10:30～11:00
場所：ゆりかご
※申込み・問い合わせは、ゆりかごまで

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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婦人会館で開催
(予約・申込順・15名まで)
申込：11/30(火)10:00～

桜並集会所で開催
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保健センターで開催
(予約・申込順・5名)
申込：12/16(木)10:00～

ひろば開催のプログラム
について

楽 ことりのへや
10:30～
助産師さんと話そう
14:00～15:15

右記プログラムは、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。

親子あそびのひろば
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

【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。

0歳のあつまり

ゲストは栄養士
さんです。

日時：12月14日（火）10:00～11:15
場所：桜並集会所（中町3-19-12）
対象：０歳の親子
定員：6組【申込順】
申込：11月30日（火）10:00～

クリスマス
飾りをつくろう

25

お子さんと遊んだり、スタッフとお話ししませんか。
「ゆりかごはちょっと遠いな」という方も遊びにきて
みてくださいね。

日時：12月15日（水）10:00～11:15
場所：婦人会館（梶野町5-10-32）
対象：10ヶ月～1歳５ヶ月の親子
定員：15名【申込順】
申込：11月30日（火）10:00～

こころの相談

29

談話室でソフトつみきをします
【午前の部】 10:00～11:30

出張ひろば in 婦人会館

23
カルガモ教室

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。

お父さんとあそぼう（第１土曜日）

（ソフトつみき）
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助産師さんと話そう
～「お産を振り返って」～
助産師さんを囲んで、ご自身のお産に
ついてお話ししましょう

こころの相談
お父さんとあそぼう
（ミニボールプール）

【対象プログラム】 12/9（木） 午前 エンジェル教室
１２/22(水)午前 カルガモ教室
12/２3（木）午前 エンジェル教室

※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

日時：2022年1月6日（木）14:00～15:15
場所：保健センター２F講堂
定員：5名【申込順】 ※保育あり ※第１子の方優先
申込：12月16日（木）10:00～

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。
＊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。
＊【★】マークの時間帯は講座の保育で使用するため、
予約が取りにくくなっています。

12月29日（水）～1月3日（月）はお休みです。
来年は１月４日（火）から始まります。

