
  

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

Kotona は、富田林市の認可を受けて実施している家庭的保育 

事業の名称です。 

大阪府では、政令都市以外で初めての事業となります。 
 

大切にしていること  
 ●さまざまな大人たちと関わる経験 

  親との関わりだけでなく、保育者や地域の大人に見守られる 

経験を通して、子どもの心身を豊かに育みます。 

 ●少人数制によるていねいな保育 

  子ども一人ひとりの発達に合わせた保育が展開できます。ありのままに受容され

た子どもたちは、自分と他者を大切にする気持ちを育むことができます。 

 ●保護者に対する子育て支援 

  保護者の子育てに対する負担感に共感し、相談等の時間を設けて保護者との信頼

関係を構築していきます。子育て家庭が孤立しないように、地域と家庭をつなげ

ていきます。 

 ●地域とのつながり 

  近隣の住民や店舗と顔の見える関係性を築き、地域の人に見守られる開かれた 

  保育を目指します。 

 ●給食 

  管理栄養士が献立を作り、それぞれの子どもの成長にあわせた調理方法で施設内

のキッチンで作ります。小麦・卵・乳のアレルギー対応をしています。 
   

・保育を提供する日…月曜日から土曜日 ・保育時間…午前 8 時半～午後 4 時半 

・休  日…日曜日・祝日・年末年始（12 月 29 日～1月 3 日） 

・利用人数…満 3 歳未満の 5人 ・職員配置…家庭的保育者 2 名・調理員 1 名 
 

Kotonaをご利用いただくには、富田林市市役所こども未来室への申し込みが必要です。 

 

♪ ♪ 
 
保育の見学をかねて、Kotona の子どもたちと公園で一緒にあそびませんか？ 

11 月 17 日（銀座商店街）、25 日（中央グランド）10 時〜11 時開催です。 

みなさん、お待ちしています♪ 

 

あなたの子育て応援します！ 
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  家庭的保育Ｋｏｔｏｎａ                                             

らくらく子育て講座 
「カウンセラーとおしゃべりしてみよう！」 
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。 

らくらく子育て講座の担当カウンセラーってどんな人？ 怖い人じゃないかしら？ 

まずは確かめて、ついでにカウンセリングマインドを子育てに活かしましょう。 
 

■日 時：11 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 ⇨ 

 
 
 

      11月は 12 日（土）・26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。 

保育室の見学もしていただけます。お気軽にお問い合わせ下さい。 

 
 

毎日お散歩を楽しむ子どもたちはいつも、ご近所の KONRoom や虹色サロン、UR

都市機構のスタッフさんに声をかけていただいて「こんにちは～」と元気な挨拶をして

います。４月はまだ恥ずかしくて下を向いていた子も、毎日のように出会い声を掛けて

くださるおかげで、自分から大きな声で手を振って挨拶できるようになってきてとって

も嬉しそうな笑顔を見せてくれています。Kotona ではママやパパ、スタッフだけでは

なく地域の皆さんにも見守られ、すくすく成長してくれています。 
 

★★出前講座★★ 
今月は、ほっとひろば（ふらっと）にお邪魔します。 

１1 月 3 日（木・祝）１０：３０〜11：00 
 

祝日の開催ということで、皆さんと一緒に遊べる工作 

などのお楽しみを準備しています。 

ぜひぜひご参加してください。お待ちしています♪ 

次回は 

12月 13日（火） 

Kotonaの園庭開放 

定員 10 名 

秋の工作を 

楽しみましょう♪ 
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※３日（木）はほっとひろば（かがりの郷）は祝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。 

※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。 

※23日（水）はほっとひろば(かがりの郷）は祝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。 

  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 12 月号に 10 月・11 月・12 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）    11 月  4 日（金）13:00～15:00 

  ・ほっとひろば（レインボーホール）10 月 28 日（金）13:00～15:00 

  ・ほっとひろば（かがりの郷）   10 月 26 日（水）13:00～15:00 

  ・ほっとひろば（すばるホール）  11 月  2 日（水）13:00～15:00 
 
※当日の予約は写真撮影をす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。 

 

 
 
 
 
 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 
  20（日） 

10：00～ 

 

絵本をたのしむ会 
14（月） 

10：30～ 

11（金） 

10：30～ 

1（火） 

10：30～ 

プラネ de えほん
10（木）
10：30～  

おしゃべり会 
 ママのためのおしゃべり会 

21（月）13:30～14:30 
  

ふらっとマーケット  
5（土） 

10:30～13:30 
   

ユウの家のパン 4（金）・18（金） 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 
26（土）10：30～ 
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  ほっとひろば  今月の写真館                 2022.10 レインボーホール 

 

 

 

 

 

 

 
 

   えんくん       そうまくん     しゅうやくん      かなとくん 
 
  ほっとひろば  （かがりの郷）                                       

パパタイム 

 「いつものひろばで遊ぼう!!」 
11 月 20日（日）10：00～12：00 

ほっとひろば かがりの郷 にて 
「パパタイムには参加した事あるけど…普段のひろばってどんな感じなの？」 

「ひろばって行ったことないから子どもはどうやって過ごしてるの？」 

そんな事思った事はないですか？ 

ママはいないけど、普段のひろばを体験してみませんか？ 
 

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  （レインボーホール）                                   

ママのためのおしゃべり会  
「子どもの歯磨きみんなどうしてる?」 

 

11 月 21日（月）１3：3０～１4：30 

        （13：00～の予約） 
ほっとひろば レインボーホール にて 

毎日の子どもの歯磨き困っていませんか？嫌がる子どもを押さえつけたり、楽しめる

ように色々工夫しても全然ダメ！もう疲れちゃいますよね。 

そんなモヤモヤした気持ちをみんなでおしゃべりしましょう(*ˊᵕˋ*) 

それぞれの歯磨き事情！そこから良いアイデアが聞けるかもしれませんね〜。 

ひろばの中でのおしゃべり会なので、子どもの姿も見えて安心して参加していただけま

すよ♪ 

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 

 

 

 

 

参加費無料 

予約優先！ 

参加費無料 

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

 

 すばるホールの『プラネ deえほん』を息子と観に行ったのがきっかけ 

でほっとひろばを知りました。3歳の息子が好きそうなオモチャがたくさん 

あり、飽きずに遊んでくれるのでとても助かります。 
色々イベントもあるみたいなので、参加してみたいと思います。（Hさん） 

 
 

                                                  お知らせ     

11月 12日（土） 9:30～12:30  金剛中学校にて 

（舞台発表…9:30～10:30/模擬店…10:30～12:30） 
 
金剛中学校区の PTA・町会・団体で開催するイベント「金剛すこネットフェスタ」は、 

地域の子ども達と過ごす楽しい一日です。体育館で小学生・中学生によるダンス・和太

鼓・吹奏楽などの舞台発表があり、運動場では焼きそばやフランクフルトなどの模擬店

やスポーツイベントがあります。ふらっとスペース金剛は、ゲームコーナーで参加予定

です。秋の行楽シーズン、家族やお友達とぜひ遊びに来てくださいね。 

 

雨天決行 

〇金剛バル★WinterLand 
会場：金剛中央公園 時間：11:00～16:00 

内容：富田林市内やその近隣のお店によるバル・演奏やダンスなどのステージイベント 
 

〇金剛きらめきイルミネーション点灯カウントダウンイベント 
会場：久野喜台一号公園 時間：15:00～17:00 

内容：バルーンアートショー・マジックショー・恐竜大行進 
 

〇金剛マルシェ 
会場：金剛銀座街商店街 時間：11:00～16:00 

内容：野菜や雑貨の販売とペットボトルツリーの展示 
 
ペットボトルツリーは金剛きらめきイルミネーションの開催期間中ライトアップされます。

（2022 年 11 月 27 日～2023 年 1 月 22 日） 

 

 

 

 

 

 

 

雨天決行 

 

・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 
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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） 
 

■RTA指定スクール ぽかぽか sunny ■おうち食育教室 nanairopocket 
いちかわよしこ はじっこお野菜スタンプアートワークショップ 

お試しベビー＆キッズマッサージ 45分 1,500円 1シート 500円/2シート 800円 

プチフォト撮影 3カット 1,500円～ お野菜スタンプを通して野菜と触れ合い興味も広がります！ 

連絡先：090-9044-2929 LINE：@fnv3780x 連絡先：LINE：@809tiicf 

   

■Crop＊Garden 湊さやか ■シークレット出店者さん!! 
ごろね&おすわりアートで年賀状！ 1,000円 １・２部共、シークレット出店者さんを予定しています。 

同時に手形足形アートも♪ 1,000円 当日どなたがいらっしゃるか、ぜひ楽しみにお越しください♡ 

スクラップブッキングでオリジナル年賀状作り 1,500円  ※なお、シークレット出店者が来ない場合もございます。 

連絡先：090-9980-4757 LINE@：@lnk7632q   その場合は、広々ゆったりお過ごしください♪ 

   

■Therpy_room_doors  

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 他  

連絡先：angeltherapy.doors.0801＠gmail.com   

 

２部（15：00～20:00） ２部（15：00～20:00） 
 

■Therpy_room_doors  ■しんそう泉ヶ丘 
内容は 1部と同じです  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 

  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 

 

 ■趣味工房 シュシュ 〈開始時間 16:00～〉 ■シークレット出店者さん!! 
つまみ細工＆レジンアクセサリー販売・ワークショップ   

一部ハンドメイドもできます。ヘアアクセ・ピアスなど  

オーダーも受け付けております  

 連絡先：LINE＠：yuka19910902  

 

 ■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  

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 

１１月１０日（木）  １１月２０日（日） 
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                                              エンパワメント事業    

間違い探しをしよう♪ 
右の絵（⇨）と違うところをそれぞれ５つ見つけて 

〇で囲もう!! 
 
答えを持って、11 月 20 日（日）のわたし時間へ 

ぜひ遊びに来てください♪ 

何かプレゼントが用意されているかも！？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「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  

【初級編】 【上級編】 



■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 

 


