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あけましておめでとうございます

みなさんにとって 2022年はどんな一年でしたか？

ふらっとスペース金剛では、新たに中学生・高校生を対象とした、

子どもの居場所案内所「HINATA」に取り組み始めました。まだまだ

手探りの活動ではありますが、地域の子育て家庭に寄り添う支援を

充実させていけたらと思います。

さて、2023 年 4 月には、いよいよ子ども家庭庁が設立されます。

今後の様々な動向を子育て支援の NPOとして関心高く見守りたいと

思います。そして、子ども家庭庁の創設により、子育てしやすい社会

になるよう、私たちができることに取り組んでいきたいと思います。

今後も地域の皆さまに私たちの活動を温かく見守り、支えていた

だければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

2023年が皆さんにとって良い年でありますように。

代表理事 廣崎祥子

・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

・

・ＨＰ
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  家庭的保育Ｋｏｔｏｎａ                                            

らくらく子育て講座
「子どものこんなときどうしよう？！②」

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。

些細な出来事や誰かの言葉にすごく不安になる。どうしよう？！何かしなくっちゃ！

ちょっと待って。何がどう不安なのかちゃんと見つめると、何ができるか見えてきま

すよ。

■日 時：1 月 10 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 ⇨

    1 月は 14 日（土）・28 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    

ご希望の方は Kotona までご連絡下さいね。栄養相談は予約制です。

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。

                Kotona TEL 0721-69-7507

寒さが続き、冬本番ですね。寒風の中ですが公園遊びが大好きな子どもたちは、毎日

お散歩に出かけています。近くの銀座商店街に行くと、みんなで作ったペットボトルツ

リーを見つけて「これ、俺作ったで～」と、どや顔でお話しして何度も触りに行ってい

ましたよ。先日は、毎年やっている給食で使うお味噌作りをしました。栄養士さんが準

備してくれた味噌玉を大きなガラス容器の中に力いっぱい投げ入れて、お味噌の臭いや

べちゃっとした感触を体験した子どもたちでした。

次回は

2 月 14 日（火）

Kotonaの園庭開放

                

定員 10 名

鬼のお面を

作って

記念撮影！
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※1日（日）～3日（火）はお休みになります。

※17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。

※19日（木）はほっとひろば（かがりの郷）は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。

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 NEWS3 月号に 1 月・2 月・3 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）    2 月  3 日（金）13:00～15:00

  ・ほっとひろば（レインボーホール）1 月 27 日（金）13:00～15:00

  ・ほっとひろば（かがりの郷）   1 月 24 日（火）13:00～15:00

  ・ほっとひろば（すばるホール）  2 月  2 日（木）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
16（月）

13：00～（予約優先）

23（月）

13：00～（予約優先）

10（火）

13：00～（予約優先）

19（木）

13：00～（予約優先）

パ パ タ イ ム
28（土）

15：30～17：00

絵本をたのしむ会
9（月）

10：30～

13（金）

10：30～

10（火）

10：30～

プラネ de えほん
12（木）
10：30～

おしゃべり 会
ママのためのおしゃべり会
26（木）13:30～14:30

ふらっとマーケット
7（土）

10:30～13:30

ユウの家のパン 6（金）・20（金） 6（金）・20（金） ― 6（金）・20（金）

WEB de

おしゃべり会

WEB de

プレママトーク
28（土）10：30～
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  ほっとひろば  今月の写真館                 2022.12 かがりの郷

ことちゃん      はるきくん    さなちゃん     そらたくん

ほっとひろば  （ふらっと）                                     

パパタイム

「パパと絵本を楽しもう〜」
1 月 28 日（土）15：30～17：00

ほっとひろば ふらっと にて
普段は忙しくて子どもと遊んだりお世話したり、が難しいパパですが >_<、ちょっと

時間をとって絵本を読んでみませんか。絵本はコミュニケーションを取る絶好の機会。

ママも喜んでくれたら最高ですよね  

文庫スタッフの、ふらっとではお馴染みばあばも来てくれます。お気軽に遊びに来てく

ださい〜♪

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）                                   

ママのためのおしゃべり会
「子どもの病気予防どうしてる？」
1 月 26 日（木）１3：3０～１4：30

ほっとひろば すばるホール にて
毎日寒い日が続いています。風邪など流行していますよね…。

他の家庭はどんな病気予防をしているのか気になりませんか？みんなで病気予防につい

て皆さんでワイワイおしゃべりしましょう。子どもはほっとひろばで遊ばせながら過ご

すので安心して参加してくだね！！

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

子どもの病気予防どうしてる？」
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   

「それも経験としていいんじゃない？」スタッフさんが仕事のことで悩んで

いた時にかけてくれた言葉です。ほっとひろばでは、日常のことや悩みまで気

軽に相談でき、また子どもの成長を一緒に見守ってくれます。実家が離れて

いる私にとっては安心して利用(過ごせる)できる大切な場所です。 T さん

                                  子どもの居場所案内所 HINATA   

ステキな生教育
「貴方は貴方。まだ早いではなく、きちんと伝えたい性（生）教育」

性について伝えたいけれど伝えられない。大切って理解しているけどなかなか何をどこ

までどう伝えていいか難しいですよね。今回は自分らしく楽しい人生を生きるお手伝い

をモットーにカウンセリング＆生教育の伝道師、*メンタルケア心理士 浅田昌代*さんを

お迎えしての生（性）についての講座です。日ごろの疑問や、子どもにどうやって伝え

ていったらいいんやろう、ちょっとした悩みを一緒に考えてみませんか？

1 月 22 日（日） ふらっとスペース金剛 にて
13：00～14：00 講座

14：00～15：00 個別相談会（おしゃべりタイム♪）
資料代として 1,000 円必要になります。

※定員１０組（子育て中の人、特に思春期前や思春期中のお子さんをお持ちの方）

お申込みは各ひろばスタッフ、またはお電話にて。 TEL 0721-29-5227

                                                  お知らせ   

親子の遊びを通じてサークルのなかまといっしょにワイワイ楽しく子どもたちの成長

を見守っていきましょう。

■場 所：富田林市市民会館（レインボーホール）多目的ホール

住所：富田林市粟ケ池 2969-5

■日 時：2023 年 1 月 13 日（金）～3 月 24 日（金）

毎回金曜日 13：00～17：00 内の 90 分間

参加者で時間を決定して活動をします。

全 10 回開催（準備・後片付けの時間を含む）

【予定】1/13･27･2/3･10･17･24･3/3･10･17･24

■対 象：子どもとその保護者 ■持ち物：上履き･タオル･飲み物

※サークル運営費 10 回 15,000 円（別途消費税）を参加者で割って

負担しましょう！たくさん集まれば集まるほど１組の参加費も少なくなります♪

■お申込み・お問合わせ：ふらっとスペース金剛 または各ほっとひろば

TEL 0721-29-5227（電話受付時間：月曜日～土曜日 10：00～16：00）     

を参加者で割って

たくさん集まれば集まるほど１組の参加費も少なくなります♪

定員 10 組

予約優先！
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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） 
 

■フェイシャルＭＡＮＡ. ■beauty salon Laule'a 
リフトアップエステ＆パック 1,000円 ヘッドマッサージ 20分 1,000円 

毛穴つるつるエステ＆パック 1,000円 ワンポイントメイクレッスン 20分 1,000円 

お名前オーダー書道 700円 キッズメイク 500円  他 

連絡先：090-5139-2349 連絡先：090-5131-9086 LINE@：@fwz5449b 

   

■Ｓｍｉｌｅ  ■ＹＯＬＯ ｓａｌｏｎ 

深眠タッチセラピー 30分 3,000円/15分 1,500円 特別セミパーソナルヨガレッスン 10:15〜11:30 2,500円 

フェイシャルエステ パック付き 30分 2,000円 ビューティハンドケア 12:00〜13:30 無料 

ボディケア（洋服を着たまま背面ほぐし）30分 1,500円 ハンドメイドアクセサリー販売 

連絡先：080-3776-1883   連絡先：090-8657-1152 

   

■RTA指定スクールぽかぽか sunny ■Ｓｍｉｌｅ 

いちかわよしこ    深眠タッチセラピー 30分 3,000円/15分 1,500円 

子ども優先での働き方相談 無料 フェイシャルエステ パック付き 30分 2,000円 

男の子のおちんちんケア 3,000円  他 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：090-9044-2929  LINE：@fnv3780x  連絡先：080-3776-1883 

 

２部（15：00～20:00） ２部（15：00～20:00） 
 

■ライフスタイル設計事務所  渡真利 由香 ■Ｓｍｉｌｅ 
おうちの保険相談 30分 1,000円  内容は 1部と同じです 

家計管理のお手伝いをします♪  

動物占い（個性心理學） 30分 2,000円 診断カルテ付  

連絡先：080-6131-1545 kasshin60@gmail.com  

 

 ■趣味工房 シュシュ  ■しんそう泉ヶ丘 
つまみ細工＆レジンアクセサリー販売・ワークショップ  しんそう療方 力を出せるからだとこころの状態へ 

一部ハンドメイドもできます。ヘアアクセ・ピアスなど カウンセリング〜術前検査〜施術〜術後検査 約 40分 

オーダーも受け付けております イベント料金 3,000円（ご予約の方 2,500円） 

 連絡先：LINE＠：yuka19910902 連絡先：090-3715-3725 ショートメールにて 

 

 ■しんそう泉ヶ丘 ■趣味工房 シュシュ 

しんそう療方 力を出せるからだとこころの状態へ  つまみ細工＆レジンアクセサリー販売・ワークショップ 

カウンセリング〜術前検査〜施術〜術後検査 約 40分 一部ハンドメイドもできます。ヘアアクセ・ピアスなど 

イベント料金 3,000円（ご予約の方 2,500円） オーダーも受け付けております 

連絡先：090-3715-3725 ショートメールにて 連絡先：LINE＠：yuka19910902 

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 

１月１０日（火）  １月２０日（金） 
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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

屋号の【vent doux】（ヴァン ドゥー）は、フランス語の「心地よい風」という

意味で、8 月まで“できること”担当者として出店者さんのサポートをしていた

峯スタッフでした  当日は、ふらっと T シャツを着ていない出店者の峯さんが、

たくさんの小学生と参加者を楽しませてくれました♪

寺子屋や、ひろば担当を経て...得意な工作の集大成⁉️

今後も不定期での出店をお願いします!!

「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

11月 20日のシークレット出店者さん

vent doux                    

日のシークレット出店者さん

vent doux                    

日のシークレット出店者さん11月 20日のシークレット出店者さん

vent doux



■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




