☆☆

☆☆

「同じものしか食べない」
「あまり噛まない」
「この形態でいいの？」
「今後の進め方は？」…など
食事で気になっていることはありませんか？栄養士さんが個別に相談にのってくださいます。
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令和 4 年がスタートしました。ゆりかごの新
年は、何年も会っていなかった子ども達がゆり
かごを訪ねてくれた、とてもうれしいスタート
でした。私がゆりかごに異動してきた頃に生ま
れた子ども達が今春には中学生になります。先
日は引っ越してずっと会っていなかった K 君兄
弟がご両親と一緒に片道約 2 時間をかけて会い
に来てくれました。6 年程の間にすっかり背も
伸びて、随分とお兄さんっぽくなっていました。
「からだ」の成長は勿論ですが、
「こころ」も立
派に成長しているようでした。また別の日には、
ワクチン接種の帰りに立ち寄って下さった S 君
家族。S 君は幼稚園入園の頃まではゆりかごで
よく遊んでいました。お父さんもよく遊びに来
てくださって当時は今と比べてお父さんの来所
が少なかった頃ですが、S 君のこと、子育ての
事を沢山お話しました。中１と言うと「面倒くさ
い、行かない」と言って無視されそうですが、そ
んな難しいお年頃の子ども達と会わせてくださ
ったご両親に感謝です。時々〇〇君どうしてる
かな？と話題に上ることがあります。子ども達
が大きくなっても、みんなの心のどこかにちょ
っとでも「ゆりかご」が残っているとうれしい
な、と思います。
★★★★うれしいお知らせ★★★★
ゆりかごの子ども達の為に、とおもちゃや絵本
を寄付していただきました。既に子ども達が大
興奮で遊んでいます。大切に使ってもらいたい
と思いますが、おもちゃはいっぱい触って、いっ
ぱい考えて、いっぱい工夫して遊んでもらえる
とうれしいです。おもちゃを寄付して下さった
方に子ども達が楽しそうに遊ぶ様子を見て頂け
たらと思います。
（松藤）

☆☆

日時：2 月 24 日（木）
①13:20～13:50
②14:00～14:30
場所：ゆりかご談話室（お子さんと一緒に談話室で行います）
講師：田村 知子 栄養士
定員：３組（各回 3０分ずつ）
【申込順】
♦申込開始：2 月 9 日（水）10:00～

③14:40～15:10

☆☆

☆☆

☆☆

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🎵

ゲストは保健師
さんです。

日時：2 月 8 日（火）
10:00～11:15
場所：ゆりかご
対象：０歳の親子
定員：8 組【申込順】
◆申込開始：1 月 25（火）10:00～

日時：3 月 3 日（木）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：2 月 8 日（火）10:00～

※こ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。

☆☆

☆☆
ゆりかごで子どもたちに人気のピラミッドが
15 年ぶりにリニューアルしました。他にもおもち
ゃや絵本が新しく仲間入りをしています。
ぜひ、お子さんとお楽しみくださいね

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。

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

TEL:042(321)3141
ゆりかご
ホームページ

FAX:042(321)3190
相談 TEL：042（321）3146
URL: http://k-yurikago.org/
E-mail: mail@k-yurikago.org
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お父さんとあそぼう（第１土曜日）
談話室でソフトつみきをします
【午前の部】 10:00～11:30

★ あぷりこっと

ゆりかごで開催
(予約・申込順・ 8 組)
午
申込：1/25(火)10:00～

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。
都合により中止になる場合があります。

オカリナ
14:30～
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ゲストは保健師
さんです。

日時：2月8日（火）10:00～11:15
場所：ゆりかご
対象：０歳の親子
定員：8組【申込順】
申込：1月25日（火）10:00～

ひろば開催のプログラムについて

★１歳児ｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸ②

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。

食事ミニミニ相談

【対象プログラム】
2/8 (火) 午前
2/10（木） 午前
2/16（水） 午前
2/24（木） 午前

０歳のあつまり
エンジェル教室
カルガモ教室
エンジェル教室

※定員は各回２５人程度となります。

ひろばの予約について

（コロナの感染状況によって定員を変更する可能性があります。）

※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

利用時間

火曜日～土曜日

１０：００～１２：００ 予約
１２：３０～１６：００ フリー

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。
※同日にフリーと予約の併用はできません。
※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。
※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

＊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。

