
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

12 月号 
Vol.221 

★りあちゃん★ 

誕生日おめでとう！ 

元気に大きくなってネッ♡ 

★そうくん★ 

1才のお誕生日おめでとう！ 

元気で優しい子になってね。 

★あらんくん★ 

お誕生日おめでとう！ 

元気に育ってね♡ 

★らいかちゃん★ 

いつもかわいい笑顔ありがと♡ 

大すき♡ 

★えいいちくん★ 

いつもニコニコかわいい♡ 

元気に大きくなってね！ 

★あおばくん★ 

これからもたくさん食べて 

たくさん笑って成長していってね♡ 

★しいかちゃん★ 

いつも幸せをくれてありがとう♡

すくすく大きくなーれ！ 

★ゆいちゃん★ 

生まれてきてくれてありがとう！ 

たくさん楽しい思い出作ろうね！ 

★ときくん★ 

1歳おめでとう！ 

ぼくちゃん大好きよー♡ 

★ゆうりくん★ 

2歳のお誕生日おめでとう！ 

これからも笑顔いっぱいに 

過ごそうね♡ 

★つむぎちゃん★ 

1歳お誕生日おめでとう‼︎ 

紬の笑顔大好きだよ♡ 

元気に大きくなってね！ 

10月・11月・１２月 

生まれのお友達♪ 
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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 

「子どものこんなときどうしよう？！① 
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。 

子育て中に「どうしよう？！」となること、ありますよね。ちょっとしたパニックです。

そんなとき、私たちの心の中では何が起きているのでしょう。 

そぉっとのぞいてみましょう。 
 

■日 時：12 月 13 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 ⇨ 

 
 
 
 

      12月は 10日（土）・17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。 
 
 

 
イベントがいっぱいの季節ですね♪Kotona でも毎日のお散歩だけではなく「ハロウ

ィン      の仮装をしての散歩」、「なんちゃってお芋掘り」、「野菜の種まき」、「味噌作り」、

「ふれあいの里への遠足」などめちゃくちゃ盛りだくさんで過ご 

しています      ハロウィンでは地域の方々にご協力いただき、 

シール貼りのお手伝いをしてもらい、とっても嬉しそうな 

子どもたちでした。お芋掘りでは土の中 

から出てきたおっきなお芋にビックリの 

様子       採ったお芋をみながら折り紙で 

作る工作も楽しみましたよ♪ 

 

Kotonaの園庭開放 

定員 10 名 

次回は 

1月 10 日（火） 

クリスマス         工作を 

楽しみましょう♪ 

サンタになって 

チェキ撮影もあり 

ますよ！ 
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※20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    
 

年末年始のほっとひろば 
 

ほ っ とひろ ば 最 終 日 開 始 日 

ふ ら っ と 12月 27日（火） 1月 4日（水） 

レインボーホール 12月 26日（月） 1月 6日（金） 

か が り の 郷 12月 27日（火） 1月 4日（水） 

すばるホール 12月 23日（金） 1月 4日（水） 

 

 

 

 
 
 
 
 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 
5・19（月） 

13：00～（予約優先） 

26（月） 

13：00～（予約優先） 

13（火） 

13：00～（予約優先） 

15（木） 

13：00～（予約優先） 

パ パ タ イ ム 
   18（日） 

13：30～15：30 

絵本をたのしむ会 
12（月） 

１０：３０～ 

9（金） 

１０：３０～ 

6（火） 

１０：３０～ 

8（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 

22（木）13:30～14:30 
助産師さんとおしゃべり会 
7（水）13:00～15:00 

ふらっとマーケット  
3（土） 

１０：３０～１３：３０  
   

ユウの家のパン 2（金）・16（金）  2（金）・16（金）  ― 2（金）・16（金）  

WEB de 

おしゃべり会 

 

WEB de 

プレママトーク 
24（土）10:30～ 
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  ほっとひろば  （すばるホール）                                     
 

助産師さんとおしゃべり会  
テーマ 「卒乳」 

 

12月 7日（水）１3：0０～１5：00 
ほっとひろば すばるホール にて 

 
現役の助産師さんを囲んで座談会形式のおしゃべり会です。 

今回は「卒乳」 をテーマにします。ママ同士のおしゃべりもいいけど、専門職の方との

おしゃべりで、 いつもと違った考え方も出てくるかも。興味のある人はぜひ参加してね。 
 

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 

 

 

 

パパタイム 
 「クリスマス工作を作ろう!!」 

12月 18日（日）13：30～15：30 

すばるホール２階 カルチャールーム にて 
 
もうすぐ楽しいクリスマスですね！！パパやおじいちゃんと簡単な 

クリスマス工作をしながら貴重なひと時を過ごしてください。 

ママは、ゆっくりと自分の時間を過ごしてね。 

ワイワイ言いながらクリスマス気分をみんなで一緒に楽しみましょう～！ 

ご参加お待ちしています！！ 
 

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！ 

・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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                                     ほっとひろば  （かがりの郷）     
 

ママのためのおしゃべり会   
「実家が遠いママ集まれ！！」 

 

12月 22日（木）１3：3０～１4：30 
ほっとひろば かがりの郷 にて 

 
もうすぐお正月ですね〜。だけど実家遠くて帰れらない。コロナ禍で全然実家に帰れ

てない。そんなママさん！普段のうっぷん晴らしに来ませんか？(˶◜ᵕ◝˶) 

ひろばでのおしゃべり会は子どもも一緒なので、安心して参加できますよ❤ 

 

「大阪モデル」コロナ感染警戒レベルが「黄色信号、赤信号」の時は予約優先になり

ます。お申し込みは各ほっとひろば、またはお電話にてよろしくお願いします。 

TEL 0721-29-5227 
 
 

                                   ほっとひろば  （すばるホール）     

 

『プラネ deえほん』に来てね！ 
 
『プラネ de えほん』はすばるホールとふらっとスペース金剛の共催で開催している

絵本と手遊びをみんなで楽しむイベントです。 

 

開催日：毎月第 2 木曜日（6月・3 月は休演） 

時 間：10：30～11：00 

場 所：すばるホール３F プラネタリウム 

参加費：無料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参加費無料 
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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） 
 

■ライフスタイル設計事務所 渡真利 由香 ■Crop＊Garden 湊さやか 
おうちの保険相談 30分 1,000円 保険内容を解説 クリスマスコスプレ撮影アルバム作り&手形アート 

動物占い（個性心理學）で、毎日を Happyに♪  ベビーからトドラーちゃんまで参加可能♪ 

30分 2,000円（個性診断カルテ付） 各約 30分 各 1,000円 

連絡先：080-6131-1545 kasshin60@gmail.com 連絡先：090-9980-4757 LINE@：@lnk7632q

   

■FEEL FREE ■おうち食育教室 nanairopocket 

ハンドリフレ 20分 1,000円 はじっこお野菜スタンプアートワークショップ（クリスマス ver） 

ヘッド&ショルダー 20分 1,000円  20～30分 500円 野菜の根っこなどでスタンプ遊び♪ 

フット ショートコース 20分 1,000円～ 冬野菜にも触れますよ！       

連絡先：090-9872-0623 インスタ：feelfree246 連絡先：LINE：@809tiicf  

   

■しんそう泉ヶ丘 ■beauty salon Laule'a 
しんそう療方 力を出せるからだとこころの状態へ ハンドトリートメント 20分 1,000円 

カウンセリング〜術前検査〜施術〜術後検査 約 40分 ワンポイントメイクレッスン 20分 1,000円 

イベント料金!! 3,000円（ご予約の方 2,500円） キッズメイク 500円  他 

連絡先：090-3715-3725 ショートメールにて 連絡先：090-5131-9086 インスタ：@rie_laulea 

 

２部（15：00～20:00） ２部（15：00～20:00） 
 

■Ｓｍｉｌｅ  ■Therpy_room_doors 
深眠タッチセラピー（ヘッドリラクゼーション）30分 3,000円 脳の断捨離アクセスバーズ モニター価格３０分 3,000円 

フェイシャルエステ（パック付き） 30分 2,000円  HIKARIスピリットカード 3枚引き 2,000円 

ボディケア（服のまま背面ほぐし） 30分 1,500円 自爪ケア 約 40分 3,000円  他 

連絡先：080-3776-1883 連絡先：angeltherapy.doors.0801＠gmail.com 

 

 ■しんそう泉ヶ丘 ■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 

  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 

 

   ■Ｓｍｉｌｅ 

   深眠タッチセラピー（ヘッドリラクゼーション）30分 3,000円 

  フェイシャルエステ（パック付き） 30分 2,000円 

  ボディケア（服のまま背面ほぐし） 30分 1,500円  

  連絡先：080-3776-1883 

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 

１２月１０日（土）  １２月２０日（火） 
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                                                          エンパワメント事業    
 

間違い探しの答え合わせ♪ 
ふらっと NEWS11 月号で間違い探しを載せました！ 

みなさん、わかりましたか～？間違いは５つずつありました。 

それでは、答え合わせです♪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「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  

10th and 20th every month!! 

癒し＆ハンドタオル 

【初級編】 

10th and 20th every month!! 

癒やし＆ハンドタオル 

【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 
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