
  

 

                           

                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                        

文花子育てひろばは みんなの子育てひろばです。 

いつでも遊べるひろばがあり、いつでも相談、お話できます。 

気軽に遊びに来て下さい。 

職員一同お待ちしています。 

０３３                                    2019 年 １２月 予定表 
                                               

                                                        

                                     

 

先月、墨田中学校の 2 年生 4 名がひろばで 3 日間体験学

習をしました。ほとんどの子が下に兄弟がいなかったり、間

近で赤ちゃんを見るのが初めてだったので、最初は戸惑っ

て固まっていました。でも、人懐こい子ども達や声を掛けて

くださる優しいママ達に助けられ徐々に関れるようになり

「可愛い」とみんな笑顔になっていました。女子は２，３歳

の女の子達とすぐに仲良しになり、帰る時に泣かれてしま

う程でした。男子は１か月の赤ちゃんを抱っこさせてもら

えたのですがカチカチになって怖がってしまい、ママと「あ

なた達もこんな時があったのよ。１０年後にはパパになる

可能性もあるんだよ。」と笑ってしまいました。中学生がひ

ろばで地域の親子さんとふれあい、小さな子ども達を知る

機会が与えられ本当に良かったです。協力してくださった

利用者の皆様ありがとうございました。将来彼らがパパマ

マになってひろばに遊びに来てくれたら嬉しいです。 

さて、もうすぐクリスマスを迎えます。今年も「クリスマ

ス盛り上げ隊」の方達がひろばで集まって色々と準備して

くださっています。何を披露してくださるかはお楽しみ。 

１時間くらいの短い間ですが、親子で歌やダンスを見たり、 

参加したり楽しい時間になると思います。年末の忙しい時 

期ですが、皆様どうぞご参加ください。寒い冬に心温まる 

クリスマスをみんなで一緒に過ごしましょう。（星野操） 

月 火 水 木 金 土 日 

      1 

2 

休館 

3 

 

 

4 

 

 

5 

みんなであそぼう 
11:00～ 

6 

 

7 

 
 

8 

おもちゃ Dr 

10:00～11:30 

9 

休館 

10 

すくすくタイム 
10:00～1１:30 

◎助産師さんの 
グループ懇談会 
13:30～15:30 

11 

ベビトレヨガ 
10:30～11:15 

すくすくタイム 
14:30～16:00 

12 

みんなであそぼう 
11:00～ 

すくすくタイム 

14:30～16:00 

13 

◎栄養相談 

10:30～12:00  

14 

 

15 

赤ちゃん講座 
11:00～11:45 

16 

休館 

17 18 19 20 

リトミック 
ミニコンサート 
10：30～11：00 

 

21 

クリスマス会 

10：30～11：30 

 

22 

23 

休館 

24 

 

歯科検診 
13:00～14:00 

25 

◎ベビーマッサージ 

10:30～11:30 

26 

 

みんなであそぼう 
15:40～ 

27 

 

28 

お誕生会 
11:00～ 

29 

休館 

30 

休館 

31 

休館 

 

◎のついているものは予約が必要です。裏面をご参照ください。 

※予定が変更になる場合があります。 

変更の際はホームページでお知らせいたします。 

文花子育てひろば  
                   ☎ 03-5630-6027 

相談☎ 03-3616-0393 

火曜日～日曜日 9:30～17:30 

メール bunka-kosodate@jcom.zaq.ne.jp 

東京都墨田区文花１－２０－３ 

mailto:bunka-kosodate@jcom.zaq.ne.jp


おもちゃ Dr  

12 月 8 日(日)  １０：００～１１：３０  

※修理をするおもちゃは各家庭 1 点まで。           

※修理できないおもちゃもあります。 

※修理するおもちゃが多かったり、修理に時

間のかかるおもちゃが多い場合は、早めに

受け付けを終了する事があります。 

 

◎助産師さんの個別相談 

◎助産師さんの個別相談 

◎助産師さんの個別相談 
４月 9 日(火) 1３：30～15：30 

1 人 20 分程度の個別相談です。 
※予約制のプログラムです。 

予約の受付は３月２６日(火)～です。 
予約は直接事務室までお越しください 

 

1 人 20 分程度の個別相談です。 
※予約制のプログラムです。 

予約の受付は３月２６日(火)～です。 
予約は直接事務室までお越しください 

9 日(火) 1３：30～15：30 
1 人 20 分程度の個別相談です。 
※予約制のプログラムです。 

予約の受付は３月２６日(火)～です。 
予約は直接事務室までお越しください 

 

ベビトレヨガ 

12 月 11 日（水）10:30～11:15 

※動きやすい服装で、水分補給できる

ものを持ってご参加下さい。 

 

 

リトミック クリスマスコンサート 
～ジブリからオペラまで～ 

12 月 2０日(金) 10：30～11：00 

リトミック講師の岩脇さんのミニコンサートです。 

クリスマスの歌やみんなが知っている曲を歌って 

くださいます♪ 

 

                                                                  

  下記プログラムは事前の予約が必要となります。 

予約は直接事務所までお越しください。 

       受付時間 9:30～17:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

離乳食・１回食のおはなし 

12 月 13 日（金）10:00～10:30 

場所：あかちゃんのおへや 

これから離乳食を始める方、始めたけれど 

困っている事がある方に向けて、栄養士さん

がお話をして下さいます。 

 

赤ちゃん講座   

12 月 15 日(日) 11：00～11：45 

テーマ 「冬の健康生活」  

手遊びやふれあいあそびもあります。 

お父さんの参加も大歓迎です♪ 

◎栄養相談 

12 月 13 日(金) 10：30～1２：０0 

予約の受付は 11 月 29 日(金)～です。 

次回は１月 10 日（金）です。 

予約の受付は 12 月 27 日（金）～です。 
 

 

◎助産師さんのグループ懇談会 

12 月 10 日(火) 1３：30～15：30 

お子さんのことやお母さん自身のことについ

てなど助産師さんにお話ししてみませんか。 

予約の受付は 11 月 26 日(火)～です。 

次回は 1 月 14 日（火）のボディケアとなります。 

予約の受付は１月 4 日（土）～です 

 

 

 

 

 

◎ベビーマッサージ    

12 月 25 日(水) 10：30～11：30   

予約の受付は 12 月 11 日(水)～です。 

★初めての方を優先とさせていただきます。 

 

あそびのひろば 

火曜日～日曜日  9:30～17:30 

 

どうぞ親子で遊びにいらして下さい。 

相談 

子育ての悩みや不安など、いつでもお電話、あるいはスタッフ

に声をかけて下さい。一緒に考えていきましょう。 

面接：火曜日～日曜日 9:30～17:30 

（電話相談は 9:00～18:00 まで） 

電話 

     出張ひろば 

12 月 27 日（金）10:30～12:00 

場所：八広地域プラザ 吾嬬の里 

みなさん遊びに来て下さい！ 

 

 

年末年始 12 月 29 日から 1 月３日まで 

休館します。1 月 4 日から開館します。 

 

クリスマス会  
12 月 21 日(土) 10:30～11:30 

クリスマスのお歌などをみんなで歌

って楽しみましょう♪ 

みなさんのご参加お待ちしています。 

※当日は混雑が見込まれますので、で

きる限り徒歩でのご来館をお願いし

ます。20日は、16 時から準備の為、

玩具を移動させて頂きます。 
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