広島市公募型常設オープンスペース

第 121 号
令和 4 年

ひろば KUSU-KUSU 祇園カレンダー

10 月

ひろば KUSU－KUSU 祇園がオープンして、10 周年を迎えました。
これからも、みんながホッとでき、いろんな人と出会えるひろばに
なるようスタッフ一同がんばりますので、どうぞよろしくお願いします。
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10 月のお誕生日会
日時：10 月 11 日（火）10 時 30 分から 11 時まで
対象：9,10 月生まれの子どもさんと保護者
定員：親子 8 組（申込は 10 月 4 日より、先着順）
※10/11 午前のひろばは、９、１０月生まれの子どもさんと保護者を優先します。
我が子のお誕生日は何よりもうれしい一日ですね。 9、10 月生まれのお友だち！みんな集まれ！
みんなで“ハッピーバースデイソング”を歌ってお祝いしましょう。親子あそびや、お楽しみタイム、体
重測定もできます。
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地域連携事業 「子育て世代のためのファイナンス講座」
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お休み

日時：10 月 15 日（土）10 時 30 分から 11 時 10 分まで
対象：パパとこどもさん、またはパパとママとこどもさん
定員：親子 6 組（申込は、10 月 4 日より、先着順）
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※15 日午前は「ファミリーDay！」参加希望の方を優先して申込をお受けします。
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※火、水、木、土（■の日）→ひろば開催（毎週土曜は木のおもちゃを出します）
※金（■の日）→「集まれ！ 赤ちゃん＆プレママタイム
（1 歳未満の子どもさんと保護者・初妊婦さん対象）

ひろばの利用について
開催時間が変更になっています！
開催日時：火曜～土曜 10：00～12：15/12：45～15：00
※ランチタイム、カフェコーナーは休止しています。
※消毒のため、12:15〜12:45 は閉室しています。
※年末年始・祝祭日はお休みします。
対象：おおむね 3 歳以下の乳幼児とその保護者・妊婦
運営協力費：1 日 1 家族につき 100 円
定員：午前 10 組／午後 10 組（事前申込制）

運営：NPO 法人 e 子育てセンター
住所：〒731-0138
広島市安佐南区祇園 3 丁目
25－23 ドゥエリングビル 601
TEL：082－299－0511
交通：JR 可部線下祇園駅から
徒歩 9 分
HP：www.e-kosodate.net/
ブログ：
https://ameblo.jp/hirobak
usu-kusu/

パパたちにも、ひろばがもっと身近な場所になるように、今年度から第 3 土曜日
午前中（原則）を、ファミリーDay！としていろいろ企画していこうと思っています。
今回は、財務省中国財務局の方が出前講座として、「子育てにかかるお金の知識や生活設計・
お金の貯め方のコツなど」について、財務局ならではの視点を交えてお話しくださいます。

赤ちゃんとあそぼ！
日時：10 月 21 日（金）13 時 30 分から 14 時まで
対象：6 か月未満の子どもさんと保護者
定員：親子 8 組（申込は 10 月 4 日より、先着順）

※21 日午後は「赤ちゃんとあそぼ！」参加希望の方を優先して申込をお受けします。
ねんねの赤ちゃんとどうやってあそんだらいいのかな？」おうちでできる楽しい遊びの紹介や簡
単なおもちゃを作ります。また、同じぐらいの月齢の親子さんと知り合うチャンスにもどうぞ！

発達相談日
年間スケジュール→
日時：10 月２7 日（木）10 時から 12 時まで
対象：子どもさんの発達について相談したい親子
定員：親子 2 組（申込は 10 月 4 日より、先着順）
※10/27 午前のひろばは、和室以外はいつものようにあそぶことができます
子どもさんの発達について心配なことを相談してみませんか？「こども発達支援センターひゅーる
ぽん」の保育士さんが担当してくださいます。令和 4 年（2022 年）度は、偶数月原則第４木曜日
に予定します。詳しいことは遠慮なくスタッフにどうぞ。

地域連携事業

★☆おしらせ☆★
ひろば KUSU-KUSU 祇園は 10 周年を迎えました。
１０年間をみんなでふりかえり、お祝いができたらと思っています。
そんなサプライズをお楽しみに＼(^o^)／

集まれ！赤ちゃん＆プレママタイム

◆ひろばの申込方法について◆

日時：10 月 7 日・14 日・21 日・28 日（金）
10 時から 12 時 15 分まで / 12 時 45 分から 15 時まで
対象：1 歳未満の子どもさんと保護者・初妊婦さん
定員：親子 10 組（要申込・先着順） ひろば申込から

※21 日午後は、「赤ちゃんとあそぼ！」参加希望の方を優先して申込をお受けします。
毎週金曜日は、0 歳児さんを対象とした「集まれ！赤ちゃん＆プレママタイム」です。
もうすぐママになる妊婦さんや、赤ちゃんをもつお母さんたちと子育てのこと、地域のことをおしゃべ
りしてみませんか？ はじめての方、大歓迎です！

翌週分を前の週の火～土曜日に受付けます。各ひろばまで電話でお申込み下さい。
当日の予約はできませんので、確実に利用したい方は前日までの予約をお願いします。
また、当日、ひろばの利用定員を超える場合は、利用をお断りすることがあります。
ご心配な方は来られる前にお問い合わせください。
電話番号 082-299-0511（火～土曜日 10 時～15 時受付）
また、催しがある日は、催しに参加される方を優先し申込を受け付けます。

◆気象警報発表時のひろば利用について◆

10 月のオンライン「おしゃべり広場」
申込・詳細は
こちらから→

★「新規さんいらっしゃい！～ひろばオンライン見学～」
「ひろばってどんなところかな？」画面を通じてひろばの様子をぐるっと、生中継～♪
日時：10 月 6 日（木）10 時 30 分から 11 時まで
対象：ひろばを利用したことがない方（お引越し後、初妊婦さんも大歓迎！）
定員：親子 5 組（要申込・先着順）

★子育て相談日「ほわっとほっとタイム」
24 時間年中無休、そんな息つく間もない子育てで、心配なこと、不安なこと、たわい
のないおしゃべりも大歓迎！ひろばのスタッフとゆっくりお話しできるチャンスにどうぞ！
日時：10 月 19 日（水）1３時 30 分から１４時まで
対象：どなたでも OK！
定員：親子 1 組（要申込・先着順）

★「おむすび time」申込不要。ブログから参加できます！
画面越しに一緒にお昼ご飯を食べてみませんか？ 離乳食でもなんでも OK です。
画面越しでのみんな一緒の「いただきます！」が人気です。
詳しいことはブログを見てね。https://ameblo.jp/hirobakusu-kusu/
日時：10 月 7 日・14 日・21 日・28 日（金） 12 時 15 分から 12 時 45 分まで

※ZOOM インストール方法など、聞きたいことがあればスタッフまで！

気象警報（大雨・洪水・暴風・大雪）について、午前８時の時点でどれかひとつでも警報
が発表されている場合は、午前中のひろばはお休み、午前 11 時の時点でどれかひとつ
でも警報が発表されている場合は、午後のひろばもお休みします。ご了承ください。

◆ひろば利用時の注意事項◆
・入室時に保護者の方・子どもさん、それぞれの体調と検温の確認をおこなっていま
す。お出かけ前に検温をお願いします。ご自宅での検温が難しい場合は、ひろばでの
検温にご協力ください。
・入退室時は手指の消毒または手洗いをお願いします。
・保護者の方はマスクの着用をお願いします。
・発熱又は風邪等の症状がある方は、ご利用をお控えください。
※参考：広島市主催のイベント等の開催に関する基本方針（令和 4 年 3 月 4 日改訂）

今後の感染拡大状況によっては、利用時間の変更や休業になる可能性があります。
変更がありましたら、HP 等でお知らせいたします。これからも「みんなが安心して過ご
せるひろば」であるよう、皆様のご理解とご協力のほど、よろしくお願いします。

NPO 法人 e 子育てセンター
ひろば KUSU-KUSU 祇園・佐東

