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子ども家庭支援センターは、0 歳～18 歳の子どもと家庭の総合相談窓口です。 

子どものこと、家庭のこと、どんなことでもご相談ください。保護者、子ども本人、どなたからでも相談できます。 

遊んでゆっくり過ごせる子育て交流ひろば（おひさま）も併設していますので、お気軽に遊びにいらしてください。 

小平市子ども家庭支援センター   

【開所時間】火～土曜日 9:30～18:00 ※おひさまひろば 10:00～18:00 ※日、月、祝日はお休み   

【住所】〒187-0031 小平市小川東町 4-2-1 小平元気村おがわ東 2 階（西武線萩山駅より徒歩５分） 

【TEL】042(348)2100 / 042(348)2102    【HP】 

042(347)3192 （虐待ほっとライン）      ｈttp://fukushi.unchusha.com/kodomokatei_kodaira/ 

042(313)2391 （ティーンズ相談室ユッカ）  【メール】 

【FAX】042(348)2101                kodomokatei_kodaira@unchusha.com 

～おひさまの畑 NEWS！～ 

今年から始まった、おひさまの畑。 

じゃがいもやトウモロコシ、ミニトマトなどが

すくすく育っています。体育館の裏にあるので、

よかったらのぞいてみてください。 

ひろばの掲示板でも、畑の様子をお知らせして

いきます。 

水やりや草むしりなど、お世話はいつでもでき

るので、スタッフに声をかけてくださいね。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子育て相談 

子どもと家庭に関するご相談

をひろばや電話、メール、面談

などで受け付けています。 

 

ショートステイ事業の相談窓

口にもなっています。 

詳しくはお問い合わせください。 

すくすく相談 

臨床発達心理士・言語聴覚

士による相談ができます。

子どもの発達、ことばの発

達など、お子さんと離れて

別室でお話しができます。

     （要予約）

日程についてはお問い合わせ

ください。 

ひだまり相談 

臨床心理士・臨床発達心理

士にお子さん・親御さんの

お気持ちのご相談ができま

す。お子さんと離れて別室 

でお話ができます。 

（要予約）

日程についてはお問い合わせ

ください。 

子育て交流ひろば 

「おひさま」 

と「はらっぱ」 

授乳・おむつ替え・食事スペ

ースもあります。 
 

プログラムについては裏面カレ

ンダーをご覧ください。 

「おひさま」「はらっぱ」の窓から桜の木が見えます。一雨ごとに

葉が茂り、晴れた日には初夏を思わせるような、緑がまぶしい季節に

なりました。 

先日、幼稚園が終わってから A ちゃんがひろばに遊びにきました。

しばらくすると、B ちゃんがやって来ました。ふたりとも違う幼稚園

に通っていて、A ちゃんのほうが 1 歳年上です。ままごとやブロッ

クなど別々に遊んでいたのですが、「折り紙を折ろう！」ということ

になり、一緒に遊びはじめました。 

折り紙で手裏剣をつくったら、ＡちゃんもＢちゃんもたちまち忍

者に変身！すべり台の下にもぐり込み、忍者のように小さな声でな

にやらヒソヒソ話しています。しばらくすると、今度はとなりの部屋

から、それぞれ小さな犬の人形を持ってきて見せてくれました。「（犬

の）お名前は？」とたずねると、ふたりはまたとなりの部屋へ行って、

忍者のヒソヒソ声で名前の相談です。ときどき「お母さん、目をつむ

ってて～」という声がかかります。声がかかると、お母さんも私も慌

てて目を閉じながら、チラチラふたりの様子をうかがっていました。

ＡちゃんＢちゃんがつけた名前は「ワンワン」と「プープー」！忍

者になったり犬の名前を考えたり、豊かな発想であそびが広がって

いました。子どもっておもしろいですね！       中島理子

 

                        

＜パパと遊ぼう会＞ 

♪電車やカプラで遊ぼう♪ 
 

日時：6 月 24 日（土） 

   10:00～17:00 
遊びたいとき、スタッフにお声かけください♪

場所：はらっぱ 
 

たくさんのレールをつなげたり、電車を走

らせたり、カプラで作品作ったり…。 

広いお部屋で、思いっきり遊べます。 

平日は来られないお父さんも、お子さんと

一緒に遊んでみませんか？もちろん、お母

さんも歓迎です！ 
 

※おひさまで受付をしてから、はらっぱへ 

お願いします。 



 

                              

日 月 火 水 木 金 土 

●【ちくちくの時間】6/６(火)６/２９(木)10:15～11:15 

  定員 6 組（先着順）。初めての方優先でご案内しています。

●誕生日カードが作れます！～生まれてきてくれてありがとう～

 ママの手づくりカードをお子さんにプレゼントしませんか？ 

 ご希望の方はスタッフにお声かけください。  

１ 

 

2 

 ひなたぼっこ② 

(10:30～12:00) 

3 

出張ひろば 

in 福祉会館和室 

(10:00～11:30) 

 

4 5 6 

ちくちくの時間 

（10:15～11:15） 

7 8 

りらっくすヨガ 

(10:30～11:00) 

 

９ 

ひなたぼっこ③ 

（10:30～12:00） 

 

10 

 

11 12 13 

出張ひろば 

in 東部市民センター 

(10:00～11:30) 

14 

おひさまキッズ 

（10:30～12:00）

 

15 
 

エッグアート 

（10:30～11:30）

 

16 

  ひなたぼっこ④ 

（10:30～12:00） 

 

17 

すくすくの会 

(11:00～12:00) 

 

18 19 20 

0 歳さんあつまれ 

(10:30～11:15) 

@はらっぱ 

※ペープサートを作りま

す！うちわを持ってきて

ください♪ 

21 

りぼんの会 

(10:00～11:30) 

受付 11:00 まで 

ままらっこ 

（10:30～12:00）

 

22 

りらっくすヨガ 

(10:30～11:00)

 

23 

ままらっこ 

（10:30～12:00） 

 

24 

パパと遊ぼう会 

(10:00～17:00） 

 

25 26 27 28 

ままらっこ 

（10:30～12:00）

ふたごの会 

(14:00～15:00) 

29 

ちくちくの時間 

（10:15～11:15）

30 

おひさまキッズ 

（10:30～12:00） 

  

 

 

 

 

 

りぼんの会 
6 月 21 日（水） 
10：00～11：30 

助産師さんによる相談会 

〇体重測定 

〇授乳・卒乳・離乳食などのお話し

ができます。 

※母子手帳をお持ちください。 

＜ママさんボランティア＞ 
エッグアート 

6 月 15 日(木) 
10:30～11:30 先着 10 名 

卵のカラをデコレーションしてみませんか？ 

写真を張り付けて、ミニ写真立てを作ります。 

持ち物：好きな写真や絵(縦 4×横３cm ぐらい) 

     はさみ・使いたいビーズやレース、スパン  

    コールなど・持ち帰るための箱、梱包材 

ボンド・爪楊枝 

 

すくすくの会 
6 月 17 日（土） 
11：00～12：00 

松田先生との座談会 

〇すくすく相談の松田先生が、おひ

さまひろばに来てくれます。気軽に

お話してみませんか？ 

 6 月のプログラム

おひさまキッズ 
6 月 14 日(水),30 日(金) 

10:30～12:00 
「おひさまキッズ」は今年度３歳になる

お子さん（H2６年４月～H2７年 3 月

生まれ）＆ママの自主サークルです。 

※初めての方、興味のある方は事前にセ

ンターへご連絡ください。 

ままらっこ 
6 月 21 日(水),23 日(金),28 日（水） 

10:30～12:00  
「ままらっこ」は子どもの成長や発達に心配があるママ達の

サークルです。気軽に遊びに来ていただき、お話しする会に

参加してみませんか。 

※初めての方は事前にセンターへご連絡ください。 

プログラムの内容などをお伝えします。 

0 歳さんあつまれ 

6 月 20 日（火） 

10：30～11：15 
ペープサートをつくろう！ 

○ペープサートの作り方を紹介します。 

一緒に作りたい方は、うちわをもっ 

てきてください。見るだけでも大丈夫！

手遊びやお話しの時間もあります。 

≪予告≫7 月に『子育て講座 ペアレントトレーニング～怒ったり怒鳴ったりしないしつけの方法～』を行います！ 

日時：7 月 8 日、22 日（土）14:00～16:00  

対象：3 歳～小学校低学年のお子さんの保護者（上記 2 日間参加できる方が対象です）  詳細は来月号でお知らせします！
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