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☆みさきちゃん☆
笑顔いっぱい
元気に育ってね！

☆こうたくん☆
お誕生日
おめでとう！

☆さなたくん☆
1 歳のお誕生日
おめでとう！
ママのところに
来てくれて最高に
幸せです♡

☆しゅんくん☆
電車の研究
がんばろうね！

☆まこちゃん☆
お誕生日
おめでとう♡
大好き♡

☆そうたくん☆
2 歳おめでとう！
これからもいっぱい
遊ぼうね。

☆ゆうくん☆
これからも
毎日踊ろうね！
☆みらいちゃん☆
1 歳おめでとう。
元気で育ってね！

☆そういちろうくん☆
２歳おめでとう！
これからも笑顔で
過ごそうね！

☆はるくん☆
今日まで元気に
過ごしてくれて
ありがとう！
大好きだよ♡

☆なおひさくん☆
お話し大好き。
これからも
元気に育ってね！
☆わくしくん☆
うまれてきてくれて
ありがとう。

☆なつきちゃん☆
1 歳おめでとう！
これからも
すくすく
育ってね！

☆れんたろうくん☆
1 歳のお誕生日
おめでとう！
これからの成長が
とっても
楽しみです♡

☆いおりちゃん☆
祝 3 歳おめでとう！
今年から幼稚園
たのしく
がんばろうね☆

・ＨＰ⇨https://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

家庭的保育Ｋｏｔｏｎａ

らくらく子育て講座
今回のテーマは
「どうする！？お友達トラブル②」

次回は
7 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。
うちの子がお友達と遊べるように、仲間外れにならないように、嫌われないように。子
どものために、いろいろ頑張っちゃう。ふと気が付くと、私、すごく疲れてる。
。
。
そんなことありませんか？これってちょっとした「罠」なんです。
■日
■会
■定
■講

時：6 月 14 日（火）10：30～12：00
場：Zoom（オンライン開催）
■対象者：子育て中の人
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。
）
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

6 月は 11 日（土）・25 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。
ENGAWA は Kotona と地域の方々との交流の場です。

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！

栄養相談もやってます
予約制です。ご希望の方は Kotona までご連絡下さいね。
お気軽にお問い合わせ下さい。

ゴールデンウィークも終わり、子どもたちはいつもと同じく元気に登園してくれてい
ます。
今年度は Kotona の保育士が各ほっとひろばにおじゃまして一緒に楽しい時間を過ご
したいと思います。様々な企画を考えていますので、お楽しみに♪

6 月 30 日（木）10：30～
ほっとひろば すばるホール にて
予約優先です！
お問い合わせは各ほっとひろばスタッフ、またはお電話にて。TEL 0721-29-5227
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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

6 月 27 日（月）

参加方法⇒

時 間

子ども園についてのお話

info@furatto.com に
名前と参加希望日を
メールする

ふらっと

11:00～12:00

ふらっとから
Zoom ミーティングの
招待状が届く

レインボーホール

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

かがりの郷

すばるホール

赤ちゃんタイム

6・20（月）
27（月）
14（火）
16（木）
13：00～（予約優先） 13：00～（予約優先） 13：00～（予約優先） 13：00～（予約優先）

パ パ タ イ ム

ほっとひろば合同運動会
19（日）10：30～12：00

絵本をたのしむ会

13（月）
10:30～

10（金）
10:30～

7（火）
10:30～

9（木）
ひ ろ ば de え ほ ん
10：30～

―

3（金）・17（金）

ママのためのおしゃべり会
お し ゃ べ り 会 23（木）13:30～14:30
ふらっとマーケット

4（土）
10:30～13:30

ユウの家のパン 3（金）・17（金） 3（金）・17（金）
WEB de
おしゃべり会

27（月）11:00～「子ども園についてのお話」

WEB de
プレママトーク

25（土）10:30～

※21 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。
※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 （すばるホール）

『ひろば de えほん』を開催します！
6 月９日（木） １０：３０～１１：００
ほっとひろば すばるホール にて
※6 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で皆さんと大型絵本や紙芝居、手遊びを楽しみましょう!!
どんな絵本や手遊びに出会えるかな？皆さん、ほっとひろば（すばるホール）でお待ち
していますね！！
ほっとひろば

パパタイム企画
毎年恒例のパパタイム企画【ほっとひろば合同運動会】を開催します。
広い体育館で、身体を思い切り動かして子どもと一緒に楽しい時間を過ごしませんか？
赤ちゃんからお姉ちゃんやお兄ちゃんまで、親子で楽しめるメニューがいっぱい！
初めてのパパも何度も参加しているパパも大歓迎です！！
当日ママは応援団で参加してね♪

6 月 19（日）10：30～12：00（集合 10：15）
レインボーホール１F 多目的ホール にて
■持 ち 物：飲み物・タオル・上靴・動きやすい服装
■お申込み：各ほっとひろば、またはお電話にて。
TEL 0721-29-5227
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ほっとひろば

（ふらっと）

ママのためのおしゃべり会
「わたしがママ（パパ）になって変わったこと」
6 月 23 日（木）１3：3０～１4：30
ほっとひろば ふらっと にて

参加費無料
予約優先！

「ママのためのおしゃべり会」は、毎月１回どこかのほっとひろばで開催し、
テーマについて皆さんでおしゃべりをします。
今月のテーマは｢わたしがママ（パパ）になって変わったこと｣ です。
子育てで忙しい日々ですが、ちょっとひと息ついてママになって変わった自分を改めて
みつめなおしてみませんか。日々頑張ってること、ほめてあげたくなることたくさん発
見できるかも❣️ みんなで楽しくおしゃべりしましょう♪
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

パパタイムに遊びに来てね!!
パパタイムでは、パパと子ども、おじいちゃんとお孫さんが一緒に楽しめる企画を
いろいろと用意しています。家とは違った子どもの様子が見れたり、いつもと違うパパ
の一面を子どもに見せてみませんか？
月に一度、４つのほっとひろばのどこかでパパタイムを開催しますので、ほっとひろば
カレンダーでチェックしてご参加くださいね！！
※写真は以前のパパタイムの様子です
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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

６月１０日（金）

６月２０日（月）

１部（10：00～14：00）

１部（10：00～14：00）

■フェイシャルＭＡＮＡ.

■趣味工房 シュシュ

ワンポイントメイクアドバイス ２０分 １，０００円
お名前オーダー書道 １枚 700 円
ポストカードに大切な方のお名前を書かせて頂きます♡
連絡先：090-5139-2349

ソニックエステ 初回５００円 ハンドエステ無料付き
お肌が気になる方やリラックスしたい方は是非！
アクセサリー販売
連絡先：LINE＠yuka１９１１０９０２

■beauty salon Laule'a

■FEEL FREE

ハンドトリートメント ２０分 １，０００円
ヘッドマッサージ ２０分 １，０００円
ワンポイントメイクレッスン ２０分 １，０００円
連絡先：090-5131-9086 Instagram :@rie_laulea

フットリフレクソロジー 20 分 1,000 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

■しんそう泉ヶ丘

■Therpy_room_doors

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

脳の断捨離アクセスバーズ モニター価格３０分 3,000 円
HIKARI スピリットカード 3 枚引き 2,000 円
自爪ケア 約４０分３，０００円 ケアをしてピカピカに
連絡先：angeltherapy.doors.0801＠gmail.com

２部（15：00～20:00）

２部（15：00～20:00）

■しんそう泉ヶ丘

■Therpy_room_doors

内容は 1 部と同じです

内容は 1 部と同じです

■趣味工房 シュシュ

■あったかアルバム 灯和〜towa〜

ソニックエステ 初回５００円 ハンドエステ無料付き
ミニアルバム作り L 版写真 6 枚 2,200 円～
超音波エステに興味のある方やリラックスしたい方は是非！お好みのカード・封筒作り アルバム作成ワークショップ
アクセサリー販売
1,100 円/1 時間(お好きな時間作業お手伝いします)
連絡先：LINE＠yuka１９１１０９０２
連絡先：LINE ID:@hjt0318g

■ライフスタイル設計事務所 渡真利 由香

■Smile

1 時間ぐらいの無料セミナーです
テーマは『学資金の準備の方法』
15 時～／17 時～
セミナー後、質疑応答あり

深眠タッチセラピー 30 分 3,000 円
フェイシャルエステ肌悩み別パック付き 30 分 2,000 円
ボディケア(洋服を着たまま背面ほぐし) 30 分 1,500 円
連絡先：０８０-３７７６-１８８３
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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

フェイシャル MANA.

吉岡 友規 さん
こんにちは。フェイシャル MANA.出店中の 2 児の母、
吉岡 友規です。私のお肌を見てくれていた友達と働きたい！
と思い、今の仕事につきました。
フェイシャルエステ・メイクでは癒されたり、お似合いになる色をお伝えしたり、
心躍る体験をしてもらいたいです。つい後回しになりがちな「自分」を大切にする時間♡
になるようお待ちしております。
お名前オーダー書道ではプレゼントにも喜んで頂き、力強く凛とした字だね、と感動し
て頂けるのが嬉しいです。平成 18 年 師範免許取得させてもらっています。
楽しく、人との繋がりを大切に活動しているので、ぜひ遊びにいらしてくださいね。

「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
（ふらっと） ●道の駅 ちはやあかさか
●つどいの広場 ひだまり

■ほっとひろば

■預かり保育
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●くつろぎタイム 月～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 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

（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）

■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 2 金曜日 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

