
山の木々がきれいに色づいて気持ちのよい季節に
なりました。子どもさんと一緒に木の実や落ち葉を
拾ったり…秋のお散歩もいいですね(*^_^*)

月 火 水 木 金 土

1 ２ 3 4 5

2 歳ひろば オープン
0.1.2 歳

◆みつぎ図書館バ

スツアー

文化の日 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～

オープン

0.1.2 歳

7 高屋ひろば 8 9 10 11 12

オープン
0.1.2 歳

2 歳ひろば
◆ミュージック
ケア教室

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

０歳ひろば

14 高屋ひろば 15 16 17 18 19

オープン
0.1.2 歳

◆ミュージック
ケア教室

2 歳ひろば
◆ママほっと講座

オープン
0.1.2 歳

オープン
0.1.2 歳

◆ベビーマッサージ

オープン
0.1.2 歳

★ふたごちゃん
あつまれ～オープン

   0.1.2 歳
０歳ひろば

★小児科医のお話
★妊婦さん見学会

21 高屋ひろば 22 23 24 25 26

オープン
0.1.2 歳

◆親子ヨガ

2 歳ひろば
★消防士さんの防
災講座

勤労感謝の日 オープン
0.1.2 歳

★すくすくデー
◆ミュージック
ケア教室

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

28 29 30

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

✿今月の予定✿

★小児科医のお話
17 日(木)14：１５～14：45
講師：はたの小児科
  波多野修一先生
テーマ：感染症について
予約は不要です。質問タイムもあ
ります。どなたでもどうぞ♪
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◆ママほっと講座（要予約）
15 日(火)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）
持参物：筆記用具 定員：10 組
場所：西条昭和町 5-6 巧ビル 6F

※5 月

★すくすくデー
11 日（金）25 日（金）
  10：00～11：30
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♡
７日、14 日、21 日(月)
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）
7 日はすくすくデー、カード代 200 円

★消防士さんの防災講座
２２日（火）
  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していた
だきます。

◆ミュージックケア教室（要予約）
8 日(火)14 日(月)25 日(金)

10：15～11：15
会場：くらら 305（多目的室 2）
定員：10 組
駐車場：市営駐車場（くらら受付で駐
車券を通して下さい。２時間無料です。）
参加費：親子１組 ７００円
子ども 2 人目以降１歳以上は５００円

◆みつぎ図書館（道の駅クロスロー
ドみつぎ）にバスで行きませんか？
（要予約）
2 日(水)10：００～15：00
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：ゆめもくば前
持 参 物：お茶・帽子・昼食代



                         

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 １５日 ４９５人 ５６９人 ５３人 １０６４人

高屋 ３日 ３９人 ４９人 ７人 ８８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。

★妊婦さん見学会

17 日(木) 12：30～15：00
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。

NPOからのお知らせ               

親子でワクワク！ケロポンズＸ‘ｍａｓコンサート

3 月に引き続きまたまたケロポンズさんがやってきます。歌って踊ってみんなで楽しみましょう！

日時：12 月３日（土）

開演：１０：００～１１：００（開場９：３０）

会場：サンスクエア３F アザレアホール

料金：一座席 ２００円  

11/11(金）よりゆめもくばにてチケット販売を開始します。

★じいじばあばの日

26 日（土）10：00～15：00
予約なしで OK です。
ゆめもくばを利用されている子ど
もさんの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～

５日（土）１８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。

◆親子ヨガ（要予約）
２1 日（月）10：15～11：45
ヨガ 10：15～11：15
おしゃべりタイム 11：15～
講師：新井早苗先生
対象：1.2 歳コース 10 組
参加費：一人 100 円(保険代）
場所：西条昭和町 5-6 巧ビル 6Ｆ
持参物：タオル１枚 飲み物
親子ともに動きやすい服装で。

◆ベビーマッサージ（要予約）
17 日（木）10：15～11：45
講師：佐々田朋子先生
対象：0 歳児 10 組
参加費：500 円(オイル代)
持参物：バスタオル１枚 飲み物
場所：西条昭和町５-６ 巧ビル６Ｆ

志和堀保育所バスツアー
開催

１２月 2 日(金)
10：００～1４：３０

こちらは１１月１1 日（金）
より予約受付します。
詳細はお問い合わせくださ
い。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆9月の利用者数☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

☆


