
富田林市では、妊娠中または出産後、体調不良や子育てがしんどくて家事が出来ない

などの家庭に育児ヘルパーを派遣する「育児ヘルパー事業」が行われています。

ふらっとスペース金剛もヘルパー派遣事業者として登録しています。ちょっと助けてほし

いな…という方、市の子育て福祉部こども未来室支援係までお気軽にお問合せください。

・対象者：妊婦または出産後 8 か月以内の産婦（多胎児の場合は、出産後１２か月以内）

・利用回数：20 回まで（多胎児の場合は、40 回まで）1 日 1 回、1 回 2 時間まで

・利用者負担額（1 時間あたりの利用料）：市民税非課税世帯および生活保護世帯…0 円

                  市民税課税世帯…２５０円

・利用可能日：月～金 9：00～17：30

      祝日および年末年始（１２/２９～１/3）を除く

・支 援 内 容：食事の準備および後片付け、居室の掃除および整理整頓、衣類の洗濯

および補修等、生活必需品の買い物、授乳の準備およびサポート、

沐浴補助、おむつ交換、保育所等への送迎の付き添い（保護者同伴）、

兄姉の遊び相手などの世話、その他、育児および家事について日常的に

行い必要があるものの支援。

◆申請窓口：富田林市子育て福祉部こども未来室支援係 0721-25-1000（内線 203）

つわりがひどい、育児が不安、実家が遠い…などでお困りの方、ぜひ富田林市に申請し

てくださいね！ほっとひろばのスタッフにもお気軽にお問い合わせください。

あなたの子育て応援します！

発行：NPO法人 ふらっとスペース金剛

2022 年

７月号

Vol.216

・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

・facebook⇨

・Instagram⇨furattostaff

・LINE

・ＨＰ・ＨＰ
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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

   「どうする！？お友達トラブル③」
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。

お友達とのトラブルが起きたとき、子どもにかけるママやパパの一言はとっても大事。

温かな一言でトラブルを親子の信頼を高めるチャンスにしましょう。

■日 時：7 月 12 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 ⇨

    ７月は 9日（土）・23 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。

    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。

Kotona では、虫歯予防の絵本読み聞かせを管理栄養士が毎年開催しています。

歯のみがきかたなど丁寧に説明し、子どもたちは真剣に聞いていました♪

と地域の方々との交流の場です。

連絡下さいね。
定員 10 名

Kotonaの園庭開放

子どもたちの

大好きな歌や

手遊びを一緒に

しましょう！

次回は

8 月 9 日（火）
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※19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。

                                                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！！

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
4・18（月）

13：00～（予約優先）

25（月）

13：00～（予約優先）

12（火）

13：00～（予約優先）

21（木）

13：00～（予約優先）

パ パ タ イ ム
31（日）

13：30～15：30

絵本をたのしむ会
11（月）

10:30～

8（金）

10:30～

5（火）

10:30～

14（木）
プラネ de えほん

10：30～

おしゃべり会
ママのためのおしゃべり会
18（月）13:30～14:30

ふらっとマーケット
2（土）

10:30～13:30

ユウの家のパン 1（金）・15（金） 1（金）・15（金） ― 1（金）・15（金）

WEB de

おしゃべり会
5（火）11:00～ 「私立・公立幼稚園のお話」

WEB de

プレママトーク
23（土）10:30～

開催日 テーマ 時 間

7 月 5 日（火） 私立・公立幼稚園のお話 11:00～12:00

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

info@furatto.com に

名前と参加希望日を

メールする
参加方法⇒
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  ほっとひろば  今月の写真館                      2022.6 かがりの郷

      あおばくん         かいとくん

ほっとひろば  （レインボーホール）                                    

ママのためのおしゃべり会
「もしかしてこれってイヤイヤ期⁉」
7 月 18 日（月）１3：3０～１4：30
ほっとひろば レインボーホール にて

イヤイヤ期ってどんな感じなのかな？プレイヤイヤ期なのかも？絶賛イヤイヤ期進行

中などなど。イヤイヤ期についてみんなでお話ししませんか？イヤイヤ期卒業しまし

た！の方も大歓迎！ひろばの中で子どもを遊ばせながらゆっくりお話ししましょう。

お気軽に参加してくださいね(^_^）/

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                                                

お誕生日月の写真撮影会をします‼
ふらっと NEWS 9 月号に 7 月・8 月・9 月産まれの子ども達の顔写真を掲載します。

年齢は問わないので初めてや久し振りの子ども達も、ぜひ、ほっとひろばに写真を撮り

に来て下さいね！！

★写真撮影日★

・ほっとひろば（ふらっと）    8 月  3 日（水）13:00～15:00

  ・ほっとひろば（レインボーホール）7 月 22 日（金）13:00～15:00

  ・ほっとひろば（かがりの郷）   7 月 26 日（火）13:00～15:00

  ・ほっとひろば（すばるホール）  8 月  4 日（木）13:00～15:00

※初めて掲載される人が優先になります。

定員が有りますのでお申込みは ふらっとスペース金剛 TEL0721-29-5227 まで

お願いします。

参加費無料

予約優先！
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                                       ほっとひろば  今月の声   

大阪に引っ越してきて知り合いがいない中での出産、子育てとすごく心
細かった時に、ほっとひろばという子育てひろばがあることを知りました。
家からも近いこともあり、上の子が赤ちゃんの頃からお世話になっています。
同じ悩みを持った人がいたり、スタッフさんに子育ての悩みなどを相談する
ことですごくスッキリした気持ちになれたり、子どもを通じてのお友達が出来
たりと富田林に引っ越して良かったなぁと思いました。こういうひろばはママ
達にとって、とっても心が休める場所だと思いました。 （M さん）

                                   ほっとひろば  （かがりの郷）  

かがりの郷 『キッズ夏あそ日』
7 月 27 日（水）、28 日（木）１0：0０～１1：30
コミュニティセンター かがりの郷 にて
コロナで中止になっていた『キッズ夏あそ日』がかえってきます!!

大きなプールやレインボーシャワー！かき氷や手作り工作を予定しています♡

あつーいあつーい夏、みんなで楽しく水あそびしませんか〜？

当日ほっとひろば（かがりの郷）も開催しています!!

■参加費：無料  ■対象者：富田林市内の未就学児及び小学校低学年

■定 員：先着 15 名    ※未就学児保護者同伴

■お申込み：コミュニティセンターかがりの郷

  6 月 28 日（火）より受付開始  TEL 0721-20-6070

※雨天時又は午前 8：30 の時点で何らかの警報が出ている場合は中止といたします。

                                             ほっとひろば

5 月から新しくスタッフになりました！よろしくお願いします。

いつも、元気で、明るく飛び回る！が、私のモットー！

趣味は多肉植物や、ガーデニング。若い頃は、スポーツガンガンでしたが…。

皆さんと楽しくお喋りできたら嬉しいです。（M.N）

5 月からお世話になっています。私も子育て真っ只中、3 歳と 7 歳の子どもがいます。

子育ては大変な事もあると思うので、少しでも皆さんがホッと出来る時間を作れたらな

と思っています。よろしくお願いします！（M.K）

皆さん、こんにちは。最近は、おうちで過ごすことが多いですが、我が子と工作やちょ

っとした運動をして過ごすことが多いです。

これから、皆さんと楽しく過ごせたらと思います！よろしくお願いします。（M.D）

参加費無料

先着 15 名
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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）

■Crop＊Garden 湊さやか ■趣味工房 シュシュ
七夕ごろね・おすわりアート撮影会アルバム作り つまみ細工＆レジンアクセサリー販売・ワークショップ

同時に手形アートも体験いただけます 各約 30分 一部ハンドメイドもできます（レジンアクセ・つまみ細工）

各 1,000円（ごろねアート+手形 1,800円） ヘアアクセ、キーホルダー、ピアス、イヤリングなど

連絡先：090-9980-4757 LINE@：@lnk7632q 連絡先：LINE＠：yuka19910902

■おうち食育教室 nanairopocket ■フェイシャルＭＡＮＡ.
はじっこお野菜スタンプアートワークショップ ハンドマッサージ 20分 1,000円

1 シート 500円/2シート 800円 20〜30分 時短アイメイクのレッスン 20分 1,000円

野菜の根っこなどが可愛いアート作品に！？ お名前オーダー書道 １枚 700円       

連絡先：LINE：@809tiicf 連絡先：090-5139-2349

■ＮＯＮＮＯ ■Ｓｍｉｌｅ
ハンドメイド雑貨販売 深眠タッチセラピー 30分 3,000円

新作バッグ販売もあります♥ フェイシャルエステ 30分 2,000円

普段はふらっとにて『ふらっとギャラリー』出店しています ボディケア 30 分 1,500 円、かかとケア 30 分 2,000 円

お問合せはこちらから⇨ 連絡先：080-3776-1883  

２部（15：00～20:00） ２部（15：00～20:00）

■ＮＯＮＮＯ ■Ｓｍｉｌｅ
内容は 1部と同じです 内容は 1部と同じです

■ライフスタイル設計事務所 渡真利 由香 ■ＮＯＮＮＯ
個性心理學（どうぶつ占い） ハンドメイド雑貨販売

特別料金 3,000円（個性診断カルテと、本質レポート付き）新作バッグ販売もあります♥

子育ての仕方にも役立ちます！ 普段はふらっとにて『ふらっとギャラリー』出店しています

連絡先：080-6131-1545 kasshin60@gmail.com お問合せはこちらから⇨

■しんそう泉ヶ丘
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

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

７月１０日（日） ７月２０日（水）
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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

●ヨガ、親子ヨガ、ピラティスインストラクター ●育児アドバイザー

●フェイシャルサロンオーナー ●アクセサリー作家

をさせて頂いてます。2 児の母、現在 3 人目妊娠中です。

5 月のわたし時間では、ビューティーハンドケア、ヨガレッスン、アクセサリー販売を

させて頂きました。私の活動の軸はお客さまのストレスの軽減です。様々な角度からア

プローチさせて頂き、お客さまのストレスを軽減、笑顔を増やしたい。と思い活動して

おります！ぜひ、遊びにいらして下さい♪出会い、ご縁に感謝♪

「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

YOLO salon

角南
つ な み

恭葉
や す は

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 10：30～ …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 2金曜日 10：30～ …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 10：30～ ■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
〒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

「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




