
山の木々がきれいに色づいて気持ちのよい季節
になってきました。親子で木の実や落ち葉を拾い
ながらゆっくりお散歩もいいですね♪
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✿今月の予定✿

★裏面にもイベントの案内があります♪

★妊婦さん見学会

19 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…（＾ｖ＾）先輩ママに話を聞いた
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。

★すくすくデー
1３日（金）・26 日（木）

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

♡高屋ひろばのお知らせ♡
９日、１６日、３０日(月) 10:00～12:30
（時間内出入り自由）
９日はすくすくデーです（カード代 200 円）
場所：高屋西地域センター2 階修養室

◆癒しのパステル♡アート講座
（要予約）

２７日（金）10：30～11：45
13：30～14：45

午前と午後２回あります。
材料費：７００円 定員：各回６組
初めての人でも大丈夫。季節の絵を
かいてみませんか。作品はフレーム
に入れて持って帰れます。

◆ママほっと講座（要予約）
１２日(木)10：15～11：15
講師：竹岡訓子先生
（心の教育総合アドバイザー
ＮＬＰマスタープラクティショナ
ー・ＮＬＰマムトレーナー）
参加者：乳幼児親子 10 組
持参物：筆記用具

★こぐまちゃんのおはなし会
１７日（火）
   10：30～11：00
予約なしでＯＫです。
いつもは図書館で活動している「こ
ぐまちゃん」がゆめもくばに遊びに
来てくれます。楽しいおはなし会に
なりそうですね！

◆ママの再就職応援します！
（要予約）

２５日（水）10：00～15：00
広島県・東広島市共催「就職準備セ
ミナー出張相談会」のうち、就職相
談がゆめもくば内であります。託児
付で一人あたり３０分で、就職する
前に不安なことを相談できます。
申し込み・問い合わせは…
わーくわくママサポートコーナー
（０８２）５４２－０２２２



厚厚

NPO法人子育てネットゆめもくばからのお知らせ

新しいスタッフさんを紹介します。

5 月から『ゆめもくば』のスタッフになった

須賀です。6 歳女の子と３歳男の子のママで

す☆娘が 5 カ月の頃からゆめもくばに通っ

ていた元利用者です。ゆめもくばに通いたく

さんの出会いがありました。子育ては本当に

大変ですよね。私自身、まだ、子育て真っ最

中でバタバタしていますが、みなさんとたく

さんお話ができたらと思っています！気軽

に声をかけてくださいね♪

   

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 ２１日 ８６４人 ９１９人 ８７人 １７８３人

高屋 ３日 ５６人   ６１人 １０人 １１７人

ご利用案内 マップ

■ひろばの利用時間

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

◎・・・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。

△・・・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」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。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆９月の利用者数☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

★小児科医のおはなし
１２日（木）14：15～14：45
講師：波多野修一先生

（東広島市医師会）
テーマ：感染症について

★「ファミリーサポート」って      

なあに？

1０日(火)11：30～12:00

ファミリーサポートのスタッフさん

に来ていただき、利用の仕方や料金

のことなど、詳しく説明していただ

きます。質疑応答の時間もあります。

気軽にご参加ください。

★じいじ ばあばの日
２１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？

★ふたごちゃんあつまれ～
７日（土）２０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！

◆志和堀保育所バスツアー（要予約）
１２月１日(火)
  10：００～1４：３０
のどかな田園風景に囲まれた志和堀保
育所へみんなでバスに乗ってお出かけ
しましょう！
内 容：保育園児さんとの交流

外あそびなど
参 加 者：１歳半以上の親子 １０組
参 加 費：１００円
集合場所：西条プラザ屋外駐車場
持 参 物：お弁当・お茶・帽子
こちらは１１月１０日（火）より予約
受付します。

賛助会員から

「もくもく☆もくば 親子フェスタ」

毎回好評の賛助会員によるバザーに加え、ワークショップ（手仕事、

工作、親子遊び、ママ向け講座、おしゃべり会）といった参加型の

お楽しみ企画も加わったイベントを開催します。

沢山の方のご来場をお待ちしております！

とき：１１月２５日（水）１３：００－１５：３０

    １１月２６日（木）１０：３０－１４：００

ところ：西条プラザ２Ｆ別棟「ありがとう」跡

※詳細は別途お知らせしていきます。

※この機会に賛助会員になって出品したい方も大歓迎です。

入会はゆめもくばスタッフにお問合せください。


