
 

子どもわくわく体験隊（小学 1 年生～小学 6 年生対象） 

子どもわくわく体験隊ジュニア（年少～年長対象） 

 
 

新年度（2020 年 4 月～2021 年 3 月）募集しています。

（若干名、定員になり次第締め切ります。） 

子ども達と大学生ボランティアとでそれぞれ毎月 1 回日曜

日にワクワクドキドキするような活動をしています。 

活動内容は、学生達が主に計画を立て子ども達と一緒に考え、

学校や家庭では体験できないことにチャレンジしていきま

す。失敗することを恐れず、安心して失敗できる環境を作り、

実践から学ぶ機会を大切にしています。 

☆小 学 生：活動時間 10 時～15 時 

年間参加費 8800 円（税込み）賛助会員費 5000 円 
 
☆幼稚園児：活動時間 10 時～12 時（延長の時もあります） 

年間参加費 5500 円（税込み）賛助会員費 5000 円 

※3 月９日（月）10：00 から受付を開始します。（電話受付可） 

詳しくは、ふらっとスペース金剛までお問い合わせください。 
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家庭的保育Ｋｏｔｏｎａ

らくらく子育て講座 

今回のテーマは 「自立ってなんだっけ？」 
心理カウンセラーさんをお迎えしての Kotona の新しい子育て

講座「らくらく子育て講座」です。自分の気持ちも子どもの気持ちも大切にできる子育

ての方法を、一緒に見つけていきましょう。 

今回のテーマは「自立ってなんだっけ？」。「子どもに自立してほしい」と「自立」を子育

ての目標に感じている方は多いのです。そもそも「自立」ってなんでしょう。まずは「自

立」ってなんなのか、ちょっと確認してみましょう。そしたら子どもとどう接するか、

見えてきますよ。  

■日 時：３月１０日（火）10：30～12：00 

■場 所：家庭的保育 Kotona（ことな） 

（富田林市寺池台 1-9-70 関西スーパー・寺池台交番横） 

■対 象：子育て中の親 ＊お子様連れ OK  ■定 員：６名（先着順） 

■講 師：的場 かの代（心理カウンセラー） 

■申込先：家庭的保育 Kotona TEL.0721-69-7507 

 

 

３月は７、14、21 日（土） 

9：30～11：30 
  ENGAWA は地域の方々と子どもたちとの交流を目指して 

取り組んでいます。 子どもたちと遊んだり、ゆっくりとお好

きなお茶を飲んだりできます。お気軽にお越しくださいね。 

 

お知らせ

「きらっとぴあフェスタ」に参加します！ 
 

大阪狭山市男女共同参画推進センター（きらっとぴあ）が主催の「きらっとぴあフェ

スタ」が開催されます。無料相談コーナーやワークショップがあり、大人も子どもも楽

しめますよ。 

ふらっとスペース金剛は「スライム作り」で参加します。ぜひご一緒にお越しください。 

 

日 時：3 月 8 日(日)10：00～16：00 （最終受付 15：30） 

場 所：大阪狭山市役所南館（男女共同参画推進センター きらっとぴあ） 

      （大阪狭山市狭山一丁目 862-5） 

時 間：10：00～16：00 

参加費：無料（但し、ワークショップのみ実費徴収） 

※申し込みが必要なワークショップあり。 

詳しくはきらっとぴあ（TEL072-247-7047）にお問い合わせください。 

次回は 

４月 1４日（火） 

大阪狭山市男女共同参画推進センター（きらっとぴあ）が主催の「きらっとぴあフェ

スタ」が開催されます。無料相談コーナーやワークショップがあり、大人も子どもも楽

ふらっとスペース金剛は「スライム作り」で参加します。ぜひご一緒にお越しください。

時：3 月 8 日(日)10：00～16：00 （最終受付 15

場 所：大阪狭山市役所南館（男女共同参画推進センター

   （大阪狭山市狭山一丁目 862 5

間：10：00～16：00

参加費：無料（但し、ワークショップのみ実費徴収）

※申し込みが必要なワークショップあり。

詳しくはきらっとぴあ（



ほっとひろば

子どもの育ちをみんなでシェアする はぐくみシェア 

「ちょっとうちの子、見ててくれない？」「いいよ、行ってらっしゃい」そんな助け合

いが出来るのが「はぐくみシェア」。ひろばが開いている日に限り、１時間のみ利用出来

るシステムです。１時間の親子分離で、子どもはいろんな人と関わりながら多様な価値

観に触れる事ができ、親はリフレッシュしながら誰かに子どもを任せる練習！もちろん、

ひろばのスタッフもそばにいるから安心です。詳しくはスタッフまでお問い合わせくだ

さい。 

 

●各ひろばが開いている日の 10：00～15：00 まで  ●１組限定 

●子ども一人につき １時間限定 500 円 

＊「赤ちゃんタイム」「ママのためのおしゃべり会」「助産師さんとおしゃべり会」 

「パパタイム」「絵本を楽しむ会」「プラネｄｅえほん」「ふらっとマーケット」などの

イベントがある日はご利用出来ません。 

＊詳しくは、ほっとひろばスタッフまでお問い合わせください。 

 

 
ふらっと レインボーホール かがりの郷 すばるホール 

赤ちゃんタイム 
２・16（月） 

13：00～ 

23（月） 

13：00～ 

10（火） 

13：00～ 

19（木） 

13：00～ 

パ パ タ イ ム               
22（日） 

13：00～        

絵本をたのしむ会 
９（月） 

11：00～ 

21（土） 

11：00～ 

３（火） 

11：00～ 

ひろば de えほん 
12（木） 
11：00～ 

おしゃべり 会 
ママのためのおしゃべり会 

26（木） 
13：30～/予約不要                      

ふらっとマーケット ７（土）                      

ユウの家のパン ６・27（金） ６・27（金） － ６・27（金） 

※ 日（火）ほっとひろば（ふらっと）は、メンテナンスのためお休みです。ほっとひろば（かがりの郷）をご利用ください。

 



ほっとひろば 今月の写真館 ふらっと

はるきちゃん りょうたくん まおちゃん なぎくん

富田林市市民会館・ふらっとスペース金剛共催

第１２回 こども祭り開催しました！！    
2020 年１月１８日（土）１０：００～１５：００ 

富田林市市民会館（レインボーホール）にて開催されました！！ 
 

ふらっとスペース金剛は、親子ふれあい体操体験デモや手遊びを加えた大型絵本の読

み聞かせ、出張ふらっとマーケット、簡単工作や食べ物販売などで参加しました。 

親子ふれあい体操や絵本の読み聞かせの舞台発表では、恥ずかしがりながらもたくさん

の子どもたちが舞台に上がって元気いっぱい盛り上げてくれました。また、ほっとひろ

ばを利用している子ども達と家庭的保育Ｋotona の子ども達の作品を展示しました。ユ

ニークな作品ばかりで、鑑賞している人たちを笑顔にしてくれました(*^_^*) 

お店の内容も盛りだくさんだったイベント～みなさんの思い出の１ページになったら幸

いです。当日遊びに来て下さったみなさん、準備から参加して下さったみなさん、本当

にありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 



ほっとひろば 今月の声

私は子育てを夫婦で頑張ろう と思っていましたが、

日中、子供と一緒に居てる事が辛くなり、悪い方へ考え様と

していた時に、子育て広場 ふらっと に出逢いました。

広場でのスタッフさんは、優しく、楽しく親身になってくれ

て、利用者で来ていたママたちからも、子育てのアドバイス

や、相談･話相手になってもらい、心が救われました。また

子供にとっても、 子供社会 が出来、良い機会になりました。

今では、子供と一緒にボランティアを初め、親子で子育てを学んでいます。

一人でも多くのママを支援出来たら良いなぁ～と思います。（ さん）

ほっとひろば （かがりの郷）

パパタイム開催 
「みんなで歌おう！！カラオケ大会！！」 
３月２２日（日） １３：00〜１５：00 

かがりの郷 ２階 講座室２ にて 
 

パパタイムのご案内です。今回のパパタイムはカラオケです。 

えー！！人前で歌うのは恥ずかしいなぁ…と思っているパパ！！大丈夫です。 

去年のパパタイムのカラオケでは子どもたちとパパで一緒に歌い、最後は参加者みんな

で大合唱になり盛り上がりました！！きっとお子さんとパパにとって楽しい思い出にな

るはずです。ぜひ、気軽に参加して下さいね。 

 

ほっとひろば （ふらっと）

ママのためのおしゃべり会 
今回のテーマは 「子育ての困りごと、みんなで話そう！」 
３月 26 日（木）13：30～14：30 参加費無料 

ほっとひろば（ふらっと）にて 
 
子どもと向き合う日々の中で、トイレトレーニング・歯磨き・イヤイヤ期などなど、

困ったな～、みんなはどうしているか聞いてみたいな～、と思うことはありませんか？ 

あんなこと、こんなことをファシリテーター中心に皆でお話しましょう。子どもは同じ

部屋で過ごしますので安心して参加してくださいね！ 
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  エンパワメント事業                          

 
 

 

 

 

 

 

 

 

      

１部（10：00～14：00）                  １部（10：00～14：00） 
 

■ぽかぽか sunny ■コトナン店  
ベビーマッサージ体験+ベビーフォト体験 2カット もみほぐし 10分 500円から（お疲れの箇所どこでも） 

対象：生後 1 ヶ月～あんよ前まで 2,000円 足ツボ 30分 1,500円から（全身の血行促進） 

連絡先：k_ichikawa＠ymobile.ne.jp タイ式 60分 3,000円から（ストレッチメインの施術） 

ブログ：https://ameblo.jp/kataday/ 連絡先：run.rabbit.junk.87＠gmail.com 

 

■Grop * Garden 湊さやか ■しんそう泉ヶ丘 

ひなまつりごろねアート撮影会＆アルバム作り 楽に守れ 美しく 力強く機能する からだの形へ 

所要時間 約 30分 1,000円 カウンセリング・術前検査・施術・術後検査 約 40分 

連絡先：090-9980-4757  3,000円 （ご予約の方 2,500円） 

ブログ：https://ameblo.jp/keroko98 ご予約：090-3715-3725 ショートメールにて 

   

  ■パステルで和音色【かずねいろ】の時間～ともとも～ 

  パステルアート体験（はがきサイズ） 1枚 1,000円 

  指で描く簡単楽しいアート 所要時間 30分～1時間程度  

  連絡先：080-8341-1557 

  kazuneiro.tomo358@gmail.com 

 

２部（15：00～20:00） ２部（15：00～20:00） 
 

■コトナン店  ■コトナン店 
もみほぐし 10分 500円から（お疲れの箇所どこでも） 内容は１部と同じです 

足ツボ 30分 1,500円から（全身の血行促進）   

タイ式 60分 3,000円から（ストレッチメインの施術）  

連絡先：run.rabbit.junk.87＠gmail.com  

   

■灯和（TOWA）～写真整理のスペシャリスト～多田あかり ■しんそう泉ヶ丘 

ミニアルバム作り デザインは色々ご用意 2,200円 内容は１部と同じです 

アルバムワークショップ 2時間ページ作り放題 2,200円  

連絡先：090-3620-9915  

ｓcrapbookingtowa＠gmail.com  

   

  ■パステルで和音色【かずねいろ】の時間～ともとも～ 
  内容は１部と同じです 

   

 

３月１０日（火） 

ふらっとシェアルームにて 
富田林市寺池台１丁目 16-221-102 

 

セルフティのサービスあります 

ご予約は各出展者まで 

 ３月２０日（金） 



エンパワメント事業

できること登録●今月の PICK UP 
 

 

 

 

 

 

 

 

初めまして。petit bonheur と申します。 

昨年から、ふらっとスペース金剛にギャラリーを出店しています。娘にスタイを作った

ことがきっかけで、洋裁が好きになり、仕事・育児の合間で自分の時間を見つけ、作品

作りをしています。ヘアゴム・マスク・水筒肩ひもカバーなど…色々作っています。ふ

らっとスペース金剛のほっとひろばは娘が１歳前から利用させて頂いています。たくさ

んのママさん、子どもさん達と楽しく過ごせて、そしてこの様なギャラリーの場を設け

させて頂き、本当に感謝しております。ふらっとスペース金剛にお立ち寄りの際は、是

非手に取って見て頂ければと思います。どうぞ、よろしくお願いします。 
 

 

 
■富田林中央公民館・図書館 ■ 病院 ■常徳保育園 
■富田林金剛公民館・図書館 ■富田林病院 ■ともっち保育園

■富田林市東公民館 ■錦郡幼稚園 ■とんだばやし国際交流協会

■富田林児童館 ■川西幼稚園 ■富田林モータースクール

■富田林市人権文化センター ■喜志幼稚園 ■イオン 金剛東店

■富田林市市民協働課 ■喜志西幼稚園 ■豚々亭

■富田林市人権政策課 ■大伴幼稚園 ■りそな銀行金剛支店

■富田林市こども未来室 ■彼方幼稚園 ■レインボーホール

■河南町役場 ■伏山台幼稚園 ■はんど （梅の里）

■千早赤阪村役場 ■新堂幼稚園 ■

■千早赤阪村保健センター ■富田林幼稚園 ■ブラン

■けあぱる ■青葉丘幼稚園 ■ワーフル金剛店

■富田林市保健センター ■津々山台幼稚園 ■ふじおか小児科

■富田林市総合体育館 ■しろがね幼稚園 ■スーパーセンターオークワ河南店

■富田林市市民公益活動支援センター ■金剛幼稚園 ■サンプラザ山中田店

■河内長野子ども･子育て総合センター「あいっく」 ■大谷幼稚園 ■サンプラザ富田林店

■大阪狭山市公民館 ■金剛東保育園 ■サンプラザ河南町芸大前店

■かがりの郷 ■東金剛幼稚園 ■サンプラザ喜志店

■河南町図書館 ■平成幼稚園 ■サンプラザ太子店

■太子町役場・保健センター ■大伴保育園 ■サンプラザ古市南店

■大阪狭山市保健センター ■彼方保育園 ■きらっとぴあ

■ ホール ■寺池台保育園 ■放課後デイサービス運動療育バード

■すばるホール ■葛城保育園 ■錦織鍼灸整骨院

■梅の里支援センター ■富田林保育園 ■花唐草

■第１幼教センター ■みどり保育園 ■千一夜

■第２幼教センター ■ふれんど保育園

「ふらっと 」はここで手に入ります

西川 友里 さん



■ほっとひろば（ふらっと）      ■預かり保育 

●くつろぎタイム 月～土曜日（祝日含む）    （2時間からご利用いただけます） 

 午前の部 10：00～13：00/午後の部 12：00～15：00  ■利用料＝お子さんひとりにつき 

 ★赤ちゃんタイム 第 1・3月曜日 13：00～  平日（月～金）9：30～17：00 

●絵本を楽しむ会 第 2月曜日 11：00～   …1時間 1,500円（別途消費税） 

 ※第 3火曜日はメンテナンスのためお休みです  時間外（土・日・祝日）  

     …1時間 2,000円（別途消費税） 

■ほっとひろば（レインボーホール） 

●くつろぎタイム 月・金・土曜日（祝日含む）  ●当法人の正会員・賛助会員になると 

 午前の部 10：00～13：00/午後の部 12：00～15：00   お得な価格でご利用いただけます 

 ★赤ちゃんタイム 第 4月曜日 13：00～  平日（月～金）9：30～17：00 

●絵本を楽しむ会 第 3土曜日 11：00～   …1時間 1,000円（別途消費税） 

    時間外（土・日・祝日） 

■ほっとひろば（かがりの郷）      …1時間 1,500円（別途消費税） 

●くつろぎタイム 火・水・木曜日（祝日休み） 

 午前の部 10：00～13：00/午後の部 12：00～15：00  ■一緒に子育てヘルパー 
 ★赤ちゃんタイム 第 2火曜日 13：00～   （２時間からご利用いただけます） 

●絵本を楽しむ会 第 1火曜日 11：00～  ■利用料＝スタッフひとりにつき 

    平日（月～金）9：30～17：00 

■ほっとひろば（すばるホール）      …1時間2,000円（別途消費税） 

●くつろぎタイム 水・木・金曜日（祝日含む）  時間外（土・日・祝日） 

 午前の部 10：00～13：00/午後の部 12：00～15：00     …1時間2,500円（別途消費税） 

 ★赤ちゃんタイム 第 3木曜日 13：00～  ●当法人の正会員・賛助会員になると 

●プラネ deえほん 第 2木曜日 10：30～    お得な価格でご利用いただけます 

    平日（月～金）9：30～17：00 

■ふらっと文庫      …1時間1,300円（別途消費税） 

ほっとひろば（ふらっと）で本の貸し出しをして   時間外（土・日・祝日） 

います。   …1時間1,800円（別途消費税） 

    ※交通費は実費をいただきます。 

●「ふらっとスペース金剛」では、会員を募集しています。 

ぜひご入会ください。 

 正 会 員  入会金 2,000円 年会費 10,000円 

 賛助会員 年会費 1口 5,000円 

 利用会員 入会金・年会費は不要。 

 ふらっとスペース金剛のサービスをご利用 

いただく会員です。 

 

NPO法人 ふらっとスペース金剛 
 富田林市寺池台 1丁目 13-31 

 TEL.0721-29-5227 FAX.0721-55-2003 

 ホームページ http://ｗｗｗ.furatto.com 

 

「ふらっとスペース金剛」は子育て支援活動による地域づくりを目指す NPO法人です 




