
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

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

士による相談ができます。

親御さんのお気持ちのご相

談をお受けします。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。 

小平市子ども家庭支援センターひろばだより 
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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 

 

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。 

～子ども家庭支援センターひろばだよりは市内の子ども広場や図書館、HP でもご覧になれます～ 

～おひさまの畑 news～ 
 

じゃがいもほり 
 

日時：６月１６日(土)10：30～ 
３月にみんなで植えたじゃがいもを、収

穫して食べましょう！一緒にサツマイモ

とミニトマトの苗も植え付ける予定です 

誰でも参加自由です。お気軽にご参加く

ださい♪ 

＊当日は汚れてもよい服装でお越しくだ

さい。軍手や長靴など必要に応じてお

持ちください 

＊お皿やフォークなど、お持ち下さい 

＊小雨決行、悪天候の場合は、中止とな

ります 

  

 

 

 

 

先月 92 歳で亡くなった絵本作家のかこさとしさんの代表

作の一つ、「だるまちゃんとてんぐちゃん」に登場する、だる

まちゃんのお父さんは、かこさん自身のお父さんがモデルだ

ったそうです。だるまちゃんにねだられると、色々なものを

用意するお父さん。でもだるまちゃんが欲しいものはそこに

はありません。かこさんのお父さんのすることも、かこさん

がしてほしいことといつもずれていた。「欲しいものは、お金

で買えるものではなくてね。自分のやりたいことをやらせて

くれる時間だったり、そういうことに挑戦するのを励まして

くれることでよかったんです。」だから、親は子どもとの同時

代を「親なりに生きていれば大丈夫。子どもはそれを見なが

ら色々なことを学んでいく」と話されています。 

子どもを人として尊び、子ども自身が学び取ることを励ま

し続けたかこさんならではの、親子への応援メッセージの様

に聞こえます。かこさんは、子ども達がこれから生きて行く

為に絵本から何を吸収しようとしているのか、全部読者であ

る子ども達から教えられたそうです。子どもがどんなことに

興味を持って、どんなことを面白がっているのか、私たちも

子ども達から教えてもらいたいと思います。（伊豆田 麻子） 
予告：7 月 6 日（金）「子どもの育ちと遊び」講座

を行います。詳しくは裏面をご覧下さい。 

 



      

 

 

日 月 火 水 木 金 土 

  ●ちくちくの時間～フェルトの名札作り～ 

6 月 28 日（木）10:15～11:15 定員 6 名(先着順) 

初めての方優先でご案内しています。 

＊保育はありません。お子さんを見ながらの製作となります 
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6 7 

赤ちゃんと創る 

わたしの家族 ③ 

（10:15～12:00） 

受付 10:00 から 
※要予約 

 

8 
ままらっこ 

(10:30～12:00)    

 すくすくの会 

(11:00～12:00) 

※要予約 

9 

 

10 11 12 

出張ひろば 

in 東部市民センター 

（10:00～11:30） 

13 14 

おひさまキッズ 

(10:30～12:00) 

15 

エッグアート 

（10:30～11:30） 

16 

じゃがいも掘り 

（10:30～） 

 

17 18 19 

0 歳さんあつまれ 

(10:30～11:15) 

20 

 

２1 

赤ちゃんと創る 

わたしの家族 ④ 

（10:15～12:00） 

受付 10:00 から 
※要予約 

22 

 

23 

 

24 

 

 

25 
 

26 

助産師さんによる相談会 

りぼんの会 

(10:00～11:30) 

受付 11:00 まで 

 

27 
おひさまキッズ 

(10:30～12:00) 

ふたごの会 

(14:00～15:00) 

 

 

28 
ちくちくの時間 

フェルト名札作り 

(10:15～11:15) 

 
 

29 
ままらっこ 

（10:30～12:00） 

絵本の会 

(10:30～11:30) 

「赤ちゃんも楽しめる

絵本」 

30 

 

すくすくの会 
6月 8日（金） 

11：00～12：00 

松田先生との座談会 

※要申込 
〇すくすく相談の松田先生が

おひさまひろばに来ます。 

助産師さんによる相談会 

りぼんの会 
6月 26日（火） 

10：00～11：30 

（受付 11：00 まで） 

対象：1 歳 3 か月ぐらいまでの

お子さん 

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。 

0歳さんあつまれ 
6月 19日（火） 

10：30～11：15 
〇０歳児親子の集まりです。 

みんなでわらべうたやお話

をします。はじめての方、妊

娠中の方も大歓迎！ 

ふたごの会 
6月 27日（水） 

14：00～15：00 
〇双子や三つ子など多胎児親

子の出会いの場です。 

〇お互いに共感したり情報交

換をしませんか。 

〇妊娠中の方も大歓迎！ 
絵本の会 

6月 29日（金）10：30～11：30 

〇赤ちゃんから楽しめる絵本

を赤ちゃんも、大きい子も楽

しみましょう。 

〈ママさんボランティア〉 

エッグアート 
6月 15日(金) 
10:30～11:30 
≪先着 10 名≫ 

卵の殻をデコレーションしてみ

ませんか 

＊テーマ「小物入れ」 

＜持ち物＞ 

・持ち帰り用の箱(鶏卵が入るサイ

ズ)紙コップとハンカチでも可） 

・使いたいシールやテープ・りぼん

やレースなど 

 

おひさまキッズ 
6月 14日(木)、27日(水) 

10:30～12:00 
「おひさまキッズ」は今年度３

歳になるお子さん（H27 年４

月～H28 年 3 月生まれ）＆マ

マの自主サークル。 

※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 8日（金）、29日（金） 

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たち

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。 

～講座予告～ 

「子どもの育ちと遊び」 

7月 6日（金）10:30～12:00 
 
子どもとどう遊んだらいいか

分からない、いろんな遊びを

覚えて子どもと楽しく遊びた

い…そんな保護者の方向けの

講座です。 

※広場窓口でご予約下さい 

※保育枠有り 

 6月のプログラム 


