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☆☆

☆☆

ゲストは助産師
さんです。

☆☆

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：1 月 18 日（火）10:00～11:15
場所：桜並集会所（中町 3-19-12）
※桜並集会所は、トミン
対象：０歳の親子
ハイム 1Ｆになります。
定員：7 組 【申込順】
◆申込開始：1 月 6 日（木）10:00～

日時：1 月 15 日（土）
10:00～12:00
場所：保健センター２F 講堂
定員：７組【申込順】
♦申込開始：12 月 15 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。

☆☆
今朝は畑が真っ白、霜が降りていてとても綺麗でし
た。先月は紅葉が遅れているのでは？と感じていたの
で、冬は寄り道せずにちゃ～んとやってきたようです。
新型コロナウイルス対策で、ゆりかごのいろいろな
プログラムがまだまだ影響を受けていますが、いくつ
かを元の形に戻しました。ホームページ等で既にお知
らせをしていますが、午後のひろばは予約の必要がな
くなりました。12:30 から 16:00 までは予約が必要
ないだけではなく、2 時間にとらわれずに 16:00 ま
でゆっくりと遊ぶことができます。ただし状況によっ
ては、人数制限をさせていただく場合もありますのご
了承ください。
今年一年、コロナ対策でご不便をおかけしました
が、ご協力いただきありがとうございました。来年も
ゆりかごが子どもたちを真ん中に地域のみんなが集
まれる場所でありますように。 （松藤）

☆☆

ことりのへや
読み聞かせ ♪
パネルシアター
オカリナ

☆☆
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🎵

日時：1 月 19 日（水）10:00～11:15
場所：西之台会館（前原町 3-8-1）
対象：10 ヶ月～1 歳４ヶ月の親子
定員：10 名【申込順】
♦申込開始：1 月 4 日（火）10:00～

一緒に考えましょう。
まるや

みつこ

講師：丸谷 充子さん（臨床心理士）
対象：第２子が、１歳半までのお子さんと保護者
定員：１０名【保育あり 8 名】【申込み順】
♦申込み開始：1 月 4 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。
臨時
出張ひろば

臨時出張ひろばは、新型コロナウイルス対策のために
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。
☆☆

絵本の読み聞かせを中心に、わらべ歌や大型絵本も登場。ゆったりとした時間が
流れます。
（協力：こごうちぶんこの皆さん）
クマさんクマさん…小さいお友達もママのお膝で揺れています。可愛い声でお話
を聞かせてくれるのはカメちゃんです。
（協力：亀山さん）
白い大きなパネルの上でお話が展開。素敵なお話に、大人も思わずお話しの世界
に入っていきます。
（協力：平井さん）
りかさんのオカリナが奏でてくれる音色で、みなさんを夢の世界へ誘います。

（協力：茂木さん）

ミニコンサート

日時：2 月 1 日（火）1０:00～11:30
場所：保健センター２F 講堂
内容：子どもとの関わりのヒントや工夫の仕方を

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

保健センター１階

「みんな～！こんにちは～！」元気なピロリータちゃんのごあいさつで楽しいコン
サートがスタート♪

季節の歌や生の楽器演奏に心も体も弾みます。

（協力：ギロック・フレンズ in 東京の皆さん）
＊『お楽しみの時間』が午前の場合、ひろばの予約をお願いします。午後は予約不要です。予定表で確認願います。

TEL:042(321)3141
（松藤 早由美）

FAX:042(321)3190

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

ゆりかごホームページ

E-mail: mail@k-yurikago.org
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【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。

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
ついて何でも気軽にお話ししましょう

0歳のあつまり

29

ゲストは助産師
さんです。

日時：1月18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：7組【申込順】
申込：1月6日（木）10:00～

午
後

さくらんぼ

ひろばの予約について

ひろば開催のプログラムについて

＊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。
＊【★】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。

親子あそびのひろば
利用時間

談話室でミニボールプールをします
【午前の部】 10:00～11:30

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～

22

パネルシアター
14:30～

27
カルガモ教室

さくらんぼ
10：00～12：00

保健センターで開催
(予約・申込順・７組)
申込：12/1５(水)10:00～

こころの相談

読み聞かせ
14:30～

お父さんとあそぼう（第１土曜日）

こころの相談

★ あぷりこっと

ボランティアさんによる楽しいプログラムです。
都合により中止になる場合があります。
午前希望の方は、ひろばの予約をお願いします。
午後は予約不要です。
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★助産師さんと話そう
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エンジェル教室

桜並集会所で開催
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12月29日（水）～1月3日（月）はお休みです。

木

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

午
後

ゆりかご

火曜日～土曜日

１０：００～１２：００ 予約
１２：３０～１６：００ フリー

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。

【対象プログラム】
1/13（木） 午前 エンジェル教室
1/26（水） 午前 カルガモ教室
1/２7（木） 午前 エンジェル教室

双子のつどいに参加しませんか？
日時：1月15日（土）10:00～12:00
場所：保健センター２F講堂
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： 12月15日（火）10:00～

※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（電話予約優先）
※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。
※フリー利用は、予約の必要はありません。利用回数制限もありません。
※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。
※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。

ゆりかご
ホームページ

出張ひろば in 西之台会館
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：1月19日（水）10:00～11:15
場所：西之台会館（前原町3-8-1）
対象：10ヶ月～1歳4ヶ月の親子
定員：10名【申込順】
申込：1月4日（火）10:00～

