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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
「コロナの不満ぶちまけよう！」

次回は
4 月 12 日（火）

心理カウンセラーさんをお迎えしての Kotona の子育て講座「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。コロナ禍が長引く中での子育て。いろんな不安や不満がたまっちゃいます
よね。そういうの、ちょっとぶちまけましょう！そして、それでも楽しくやっていく方
法を探りましょう。
■日 時：3 月 8 日（火）10：30～12：00
■会 場：Zoom（オンライン開催）
■対象者：子育て中の人
■定 員：６名（事前にメールをお願いします。Zoom の招待状を送ります。
）
■講 師：的場 かの代（心理カウンセラー）
メールの QR コードはこちら ⇨

Kotona の園庭開放

3 月 12 日（土）
10:00～11:00、11:00～12:00 の
1 時間ごとの入れ替えとなります。

定員 10 名

子どもたちの
大好きな歌や
手遊びを一緒に
しましょう！

ENGAWA は Kotona と地域の方々との交流の場です。
ぜひ、遊びに来てくださいね。

節分の日に豆まきをしました‼壁に貼った鬼さんに向かって、
“鬼は外～福は内”と
大きな声を出して、豆に見立てた丸めた新聞紙を元気いっぱい投げて鬼退治をしてくれ
ました。でも、Kotona にいた鬼さんはとても優しい鬼さんだったので、子どもたちに
福をいっぱい届けてくれました。
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お知らせ

『ＷＥＢ de おしゃべり会』に参加してね！！
『ＷＥＢ de おしゃべり会』に参加してね！！ほっとひろばを開催していますが、
対面はちょっと・・という人が安心して参加出来る様に不定期で開催しています。
スタッフと一緒にオンラインでおしゃべりしませんか？誰かとお話しすることで気分
転換になりますよ！！
開催日

テーマ

3 月 8 日（火）

参加方法⇒

時

コロナ禍での私の楽しみ

info@furatto.com に
名前と参加希望日を
メールする

間

14:00～14:30

ふらっとから
Zoom ミーティングの
招待状が届く

開催時間になったら
招待状の URL を click
又は ID と PW を入力

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

7・21（月）
13：00～（予約優先）

28（月）
13：00～（予約優先）

8（火）
13：00～（予約優先）

17（木）
13：00～（予約優先）

パ パ タ イ ム

19（土）
15：30～17：00

絵本をたのしむ会

14（月）
10:30～

19（土）
10:30～

1（火）
10:30～

10（木）
ひろば de えほん
10：30～

―

4（金）・18（金）

歯医者さんとおしゃべり会
10（木）13:30～14:30
おしゃべり会

ふらっとマーケット

ママのためのおしゃべり会
24（木）13:30～14:30
5（土）
10:30～13:30

ユウの家のパン 4（金）・18（金） 4（金）・18（金）
WEB de
おしゃべり会
WEB de
プレママトーク

8（火）14:00～14:30

『コロナ禍での私の楽しみ』

26（土）10:30～

※15 日（火）はほっとひろば（ふらっと）はメンテナンス日のためお休みです。ほっとひろば（かがりの郷）をご利用下さい。
※22 日（火）はほっとひろば（かがりの郷）は臨時休館日のためお休みです。ほっとひろば（ふらっと）をご利用下さい。
※23 日（水）はほっとひろば（かがりの郷）は臨時休館日のためお休みです。ほっとひろば（ふらっと）（すばるホール）をご利用下さい。
※新型コロナウイルスの影響でイベントが変更になることがあります。
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ほっとひろば

（ふらっと）

歯医者さんとおしゃべり会
「子どもの歯みがき」

参加費無料
予約優先！

3 月 10 日（木）１3：3０～１4：30
ほっとひろば ふらっと にて
講師：的場正伍 先生（西村歯科院長・南海金剛駅前）
「歯はいつごろからみがいたらいいの？」
いたらいいの？」
「歯みがきを嫌がるけどどうしたら？」
き粉はつけたほうがいい？」などお子さんの歯について気になることは
「歯みがき粉はつけたほうがいい？」などお子さんの歯について気になることは
ありませんか。街の歯医者さんがふらっとに来られ、日頃なかなか聞くことが
できない歯のお話やいろいろなアドバイスしてくれますよ。
定員：15 名 予約優先です！
お申込みは各ほっとひろばスタッフ、またはお電話にて。TEL 0721-29-5227

ママのためのおしゃべり会
「今年 1 年を振り返って」

参加費無料
予約優先！

3 月 24 日（木）１3：3０～１4：30
30
（13：00～の予約）
ほっとひろば ふらっと にて
今年度ももうラスト！今年度はどんな１年でしたか？来月から新しい生活が始まると
いう人も、今年と状況はあまり変わらないという人も、ちょっと時間を取って今年の頑
張ったこと、大変だったこと、子どもの成長、自分の成長などを一緒に振り返ってみま
せんか。みんなで楽しくおしゃべりしましょう～！！
定員：5 組 予約優先です！
お申込みは各ほっとひろばスタッフ、またはお電話にて。TEL 0721-29-5227
4

ほっとひろば

（ふらっと）

パパタイム
「手作りおもちゃ・お庭遊び」

参加費無料
予約優先！

3 月 19 日（土）１5：3０～１7：00
00
ほっとひろば ふらっと にて
パパと一緒に、くるくる回るコマを作って遊びましょう。
いつものひろばやみんなが大好きなお庭、パパと一緒なら普段とは
また違った遊び方が発見できるかも！！
定員：5 組 予約優先です！
お申込みは各ほっとひろばスタッフ、またはお電話にて。TEL 0721-29-5227

ほっとひろば

（すばるホール）

『ひろば de 絵本』を開催します！
3 月 10 日（木）１0：3０～１1：00
ほっとひろば すばるホール にて
３月の『プラネ de えほん』はお休みです。
その代わりに、いつものほっとひろばで「絵本を楽しむ会」を開催します。
いつもと違った雰囲気の中、皆さんで絵本や手遊びを楽しみましょう！！
お待ちしていますね♪

・ＨＰ⇨http://www.furatto.com
・facebook⇨ふらっとスペース金剛で検索
・Instagram⇨furattostaff で検索
・LINE 公式アカウント⇨＠７72slnie
LINE QR コード
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エンパワメント事業

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１０日（木）

３月２０日（日）

１部（10：00～14：00）

１部（10：00～14：00）

■Happy Relaxation room Y

■しんそう泉ヶ丘

フットバス（10 分）＋マッサージ膝より下（15 分）1,000 円 しんそう療方 力を出せるからだとこころの状態へ
子育て、お仕事、ストレスをかかえている方へ
カウンセリング〜術前検査〜施術〜術後検査 約 40 分
リラックスする時間をお届けします♪
イベント料金!! 3,000 円（ご予約の方 2,500 円）
連絡先：080-2430-6637 LINE ID：5012295
連絡先：090-3715-3725 ショートメールにて

■FEEL FREE

■ＮＯＮＮＯ

フットリフレクソロジー20 分 1,000 円/40 分 2,000 円
ハンドリフレクソロジー 20 分 1,000 円
ヘッド&ショルダー 20 分 1,000 円
連絡先：090-9872-0623

手作り雑貨販売
一足早い春のお楽しみ企画が有るかも？お楽しみに♪
入園入学進級などのグッズもオーダー受け付けています!!
お問い合せは QR コードで⇨

■Crop＊Garden 湊さやか
ひなまつりごろねおすわりアート撮影会&アルバム作り
同時に手形アートも体験いただけます 各約 30 分
各 1,000 円（ごろねアート+手形 1,800 円）
連絡先：090-9980-4757 LINE@：@lnk7632q

２部（15：00～20:00）

２部（15：00～20:00）

■Therpy_room_doors

■しんそう泉ヶ丘

脳の断捨離アクセスバーズ モニター価格３０分 3,000 円 内容は 1 部と同じです
エンジェルカード 20 分 2,000 円
自爪ケア 約 40 分 2,000 円 他
連絡先：angeltherapy.doors.0801＠gmail.com

■しんそう泉ヶ丘

■ＮＯＮＮＯ

しんそう療方 力を出せるからだとこころの状態へ
カウンセリング〜術前検査〜施術〜術後検査 約 40 分
イベント料金!! 3,000 円（ご予約の方 2,500 円）
連絡先：090-3715-3725 ショートメールにて

内容は 1 部と同じです

■趣味工房 シュシュ
つまみ細工＆レジンアクセサリー販売 オーダーも受付中！
一部ハンドメイドもできます（レジンアクセ・つまみ細工）
ヘアアクセ、キーホルダー、ピアス、イヤリングなど
連絡先：LINE＠：yuka19910902
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エンパワメント事業

できること登録●今月の PICK UP

Crop＊Garden

湊 さやか さん
アルバムがある暮らしで育った私にとって、我が子が生まれたら、アルバムを作るの
は当たり前でした。そんな時、周りのママを見ると誰もアルバムを作っていない事に驚
きました。アルバムの素晴らしさを知っている私は、みんなを誘ってアルバム作りを始
めます。そして、アルバムアドバイザーとなり教室を開く事になりました。
スマホの中に溜まっている可愛いお子様の写真、そのままでは見れなくなる可能性も。
子供は自分の写真が大好きです。現像してアルバムにすると、自分を大切にしてくれて
いると感じ、自己肯定感が上がります。作っているママも可愛い写真に可愛いアルバム
ページに癒されること間違いなし！
手作りから伝わる愛情をお子様に残して欲しいと思います。

「ふらっと NEWS」はここで手に入ります
●富田林中央公民館・図書館
●とんだばやし国際交流協会
●イオン 金剛東店
●富田林金剛公民館・図書館
●SAYAKA ホール
●富田林モータースクール
●富田林東公民館
●きらっとぴあ
●aimere hair（エメールヘア）
●富田林児童館
●富田林市立幼稚園（各園）
●千一夜
●富田林保健センター
●富田林市立保育園（各園）
●豚々亭
●富田林市役所 こども未来室
●金剛幼稚園
●花唐草
●富田林市人権・市民協働課
●しろがね幼稚園
●はんど cafe（梅の里）
●富田林市 金剛連絡所
●東金剛幼稚園
●ブラン
●富田林市人権文化センター
●平成幼稚園
●MINATOYA
●富田林市市民公益活動支援センター ●葛城保育園
●山田屋
●富田林子ども家庭センター
●菊水保育園
●放課後デイサービス運動療育バード
●富田林総合体育館
●常徳保育園
●富田林病院
●大阪狭山市公民館
●宙保育園
●ＰＬ病院
●大阪狭山市保健センター
●ともっち保育園
●ふじおか小児科
●河内長野子ども・子育て総合センター ●富田林桜げんき園
●こんごう体育整骨院
「あいっく」
●ふれんど保育園
●錦織鍼灸整骨院
●河南町役場
●みどり保育園
●ヤマニシ歯科
●河南町図書館
●寺池台こども園
●太子町役場・保健センター
●葵音つばさこども園
●千早赤阪村役場・保健センター
●大谷さやまこども園
●かがりの郷
●梅の里子育て支援センター
●けあぱる
●富貴の里子育て支援センター
●すばるホール
●第１幼児教育センター
●レインボーホール
●第２幼児教育センター
●すこやかひろば
●大阪大谷大学 幼児教育センター
●つどいの広場 ひだまり
●道の駅 ちはやあかさか
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■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）
■利用料＝お子さんひとりにつき
平日（月～金）9：30～17：00
…1 時間 1,500 円（別途消費税）
時間外（土・日・祝日）
…1 時間 2,000 円（別途消費税）

午前の部 10：00～13：00/午後の部 12：00～15：00

★赤ちゃんタイム 第 1・3 月曜日 13：00～
●絵本を楽しむ会 第 2 月曜日 10：30～
※第 3 火曜日はメンテナンスのためお休みです

■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）
午前の部 10：00～13：00/午後の部 12：00～15：00

★赤ちゃんタイム 第 4 月曜日 13：00～
●絵本を楽しむ会 第 3 土曜日 10：30～

●当法人の正会員・賛助会員になると
お得な価格でご利用いただけます
平日（月～金）9：30～17：00
…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～
●絵本を楽しむ会 第 1 火曜日 10：30～

（２時間からご利用いただけます）
■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）
時間外（土・日・祝日）
…1 時間 2,500 円（別途消費税）
●当法人の正会員・賛助会員になると
お得な価格でご利用いただけます
平日（月～金）9：30～17：00

●くつろぎタイム 水・木・金曜日（祝日含む）
午前の部 10：00～13：00/午後の部 12：00～15：00

★赤ちゃんタイム 第 3 木曜日 13：00～
●プラネ de えほん 第 2 木曜日 10：30～

■ふらっと文庫
ほっとひろば（ふらっと）で本の貸し出しをして
います。

…1 時間 1,300 円（別途消費税）
時間外（土・日・祝日）
…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」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
●「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
〒584-0073
富田林市寺池台 1 丁目 13-31
TEL：0721-29-5227 FAX：0721-55-2003
Mail：info＠furatto.com
ホームページ https://ｗｗｗ.furatto.com

