
澄みきった空が高く感じられ、吹く風が心地よ
い季節です。お出かけが楽しくなりますね。子ど
もと一緒にお散歩しながら小さい秋を見つけてみ
ませんか？

月 火 水 木 金 土

1 2 3

オープン

0.1.2 歳

オープン
0.1.2 歳

オープン
0.1.2 歳

★ふたごちゃん
あつまれ～

０歳ひろば

5 高屋ひろば 6 7 8 9 10

オープン
0.1.2 歳

2 歳ひろば オープン

0.1.2 歳

オープン
0.1.2 歳

オープン
0.1.2 歳

０歳ひろば

12 13 14 15 オープン 16 17

2 歳ひろば
オープン

0.1.2 歳

0.1.2 歳

★すくすくデー

オープン

0.1.2 歳

★ふたごちゃんあ

つまれ～

◆豊栄バスツアー

オープン
   0.1.2 歳
★じいじばあば

の日オープン
0.1.2 歳

０歳ひろば
★妊婦さん見学会

19 高屋ひろば 20 21 22 23 24

オープン
0.1.2 歳

2 歳ひろば
◆親子クッキング

オープン

0.1.2 歳

◆親子ヨガ

オープン
0.1.2 歳

オープン
   0.1.2 歳

０歳ひろば

26 高屋ひろば 27 28 29 30 3１

オープン
   0.1.2 歳
★消防士さん

のお話

2 歳ひろば
オープン

0.1.2 歳

オープン
0.1.2 歳
★すくすくデー

オープン
0.1.2 歳

◆ＣＡＰで子育

て！
オープン

0.1.2 歳 ０歳ひろば

★裏面にもイベント（親子ヨガ・消防士さんのお話・じいじばあばの日）の案内があります♪

✿今月の予定✿

★すくすくデー
15 日（木） 29 日（木）

10：00～11：30
イベントルームで体重を計測
し、てがたがとれます。カード
は事前に作成してきてくださ
い。（カード代：ラミネート付
きで 200円）

発行日：2015.９. 24 発行部数：600 部
発行者：ＮＰＯ法人子育てネットゆめもくば
子どもの登録者数 9000 人
〒 739-0043 東広島市西条西本町

28-30 西条プラザ内
tel/ｆａｘ：082-431-3350
e-mail ： yumemokuba@gmail.com
ＨＰ：http://www.yumemokuba.net

★妊婦さん見学会
１５日（木）

1２：３0～15：00
赤ちゃんのいるくらしってどん
な感じ？赤ちゃんを見て、ちょ
っとさわって…先輩ママの話を
聞いたり、もうすぐママになる
人とお話したり…（*^_^*）予約
は必要ありません。時間内でし
たらいつでもどうぞ♡
駐車券をお持ちくださいね！

♡高屋ひろばのお知らせ♡5 日、19 日、26 日 (月)
5 日はすくすくデー、カード代 200 円
10：00～12：30（時間内出入り自由）
場所：高屋西地域センター2 階修養室（和室）

★ふたごちゃんあつまれ～
３日（土）１６日（金）

10：00～15：00
予約なしでＯＫです。ふたごちゃん
お待ちしています！
ふたごちゃん以外も利用できます。

◆食育講座
親子クッキング（要予約）

2０日(火)10：１５～11：30
メニュー：蒸しパン
講師：井原洋子さん（管理栄養士）
対象：1 歳半以上の子どもと保護者  

10 組
参加費：200円
持参物：エプロン・皿・おはし

弁当箱・お茶

◆豊栄支援センターにバスで行
きませんか？（要予約）
１６日(金)10：００～1４：３０
みんなでバスに乗ってお出かけ

し、秋を楽しんでみませんか！
参加者：１歳半以上の親子 １０組
参加費：一人１００円(保険代)
集合場所：西条プラザおたる食堂前
持参物：お弁当・お茶・帽子

◆CAP で子育て！（要予約）
３０日（金）10:30～11:30

CAP とは、子どもへの暴力防止
プログラムです。子どもを暴力の加
害者にも被害者にもしたくないです
ね。自分を大事に相手も大事にでき
るように子育てできたらいいです
ね。そんな思いで大人と子どもの関
係についてみんなで考えてみません
か？



                                            

      

開所日数
大人利用者

（延べ人数）

子ども利用者

（延べ人数）
新規登録者（内数） 利用者数合計

西条 ２２日 ７２９人 ７９９人 ６４人 １５２８人

高屋 ３日 ２５人 ３３人 １人 ５８人

ご利用案内 マップ

■ひろばの利用時間
◎・・・時間内ならいつでも利用できます。

○・・・対象年齢の親子が利用できます。きょうだいの同伴可。

月 火 水 木 金 土

AM
10:00-12:30

◎

0.1.２

○

2 歳

◎

0.1.２

△

0.1.２

◎

0.1.２

△

0.1.２

PM
12:30-15:00

◎

0.1.２

◎

0.1.２

◎

0.1.２

○

０歳

◎

0.1.２

△

0.1.２

△・・・原則第１,3 土曜日、第 2,4 木曜日

都合により変更になる場合があります。

■初めて利用される方へ
登録手続きや利用説明などに 10 分程度お時間をいただいております。

「キッズプラザひがしひろしま ゆめもくば」は、東広島市から「地域子育て支援拠点事業 地域機能強化型 利

用者支援事業」の委託を受け、NPO 法人子育てネットゆめもくばが運営しております。

★じいじ ばあばの日
１７日(土)10：０0～15：00
予約なしで OKです。おじいちゃ
んおばあちゃん、ゆめもくばで過
ごしてみませんか？

NPOからのお知らせ

賛助会員の集いの報告

2 回目の賛助会員の集いについて報告です。９月３日、約１０組の親子さんがイベントルームに集まりまし

た。Ｓさんの手作り焼き立てキッシュやアースベリーコーヒーさんの美味しい差し入れコーヒーをいただき

ながら、まずは自己紹介や夏休みの出来事など近況報告。そして、ママによるママのためのイベント、ママ

フェスタ？（ママ・マルシェ？）についてみんなで話し合いました。もちろん育児用品や子ども服のバザー

も企画に入ってますよ♪子連れでも安心してお買い物を楽しみたい、かわいい小物や雑貨を見たい！という

思いと、子育てしながら友だちとイベント企画したい、自分の得意を活かしたい、とにかくワクワクしたい

などなど、いろんな思いが形になるようみんなで協力＆工夫しながら進めていきたいと思ってます。パワー

チャージなど…子連れママ＆パパのための集まりです。次回は１０月８日（木）１０時～イベントルームで

あります。気になる方、ぜひのぞきに来てくださいね♪

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆８月の利用者数☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

◆親子ヨガ（要予約）
２１日（水）13：00～15：００
ヨガ 13：00～14：30
おしゃべりタイム 14：30～
講師：新井早苗先生
対象：０歳コース
   おもにねんねの対象 12 組
参加費：一人 100 円(保険代）
場所：西条プラザ 2F
   「ありがとう」跡の部屋
持参物：バスタオル１枚 飲み物
親子ともに動きやすい服装で。

★消防士さんのお話
２６日（月）
  11:00～11:30 講座
  11:30～11:45 質疑応答
東広島の消防士さんに来ていた
だき、乳幼児のいる家庭の防災と
救急時の応急手当についてお話
いただきます。
予約なしで OKです。


