
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

月 火 水 木 金 土 日 

30 1 2 3 4 5 6 

ほっと R/お留守番 

あおむし/おかえり R 

ほっと R/お留守番 

あおむし/おかえり R 

 

ほっと R/お留守番 

あおむし/おかえり R 

★水曜手芸部 

ほっと R/お留守番 

あおむし/おかえり R 

 

お留守番/あおむし  

★子ども食堂 

休み 休み 

7 8 9 10 11 12 13 

ほっと R/お留守番 

あおむし/おかえり R 

㋐英語 

ほっと R/お留守番 

あおむし/おかえり R 

 

ほっと R/お留守番 

あおむし/おかえり R 

★水曜手芸部 

★りっぷる  

★英語絵本 

ほっと R/お留守番 

あおむし/おかえり R 

★わらべ唄遊び 

㋐ウクレレ 

お留守番/あおむし 

★ふれあい 

休み 休み 

14 15 16 17 18 19 20 

ほっと R/お留守番 

あおむし/おかえり R 

 

ほっと R/お留守番 

あおむし/おかえり R  

ほっと R/お留守番 

あおむし/おかえり R 

★水曜手芸部 

ほっと R/お留守番 

あおむし/おかえり R 

 

お留守番/あおむし 

★子ども食堂 

 

休み 休み 

21 22 23 24 25 26 27 

ほっと R/お留守番 

あおむし/おかえり R 

★英語絵本 

★いっぽにほ 

㋐英語 

ほっと R/お留守番 

あおむし/おかえり R 

 

ほっと R/お留守番 

あおむし/おかえり R  

 

ほっと R/お留守番 

あおむし/おかえり R 

★わらべ唄遊び 

㋐ウクレレ 

お留守番/あおむし 

★ふれあい 

 

休み 休み 

28 29 30 31 1 2 3 

休み 

 

休み 休み 休み 休み 休み 休み 

おやこの広場『りっぷる』 

12 月 9 日（水） 

しょうとく＊まちかどステーション 

(香里ケ丘 CORiO 内) 無料 

10:30～11:30 

絵本の読み聞かせや季節を感じられる絵本紹介、ふれあい遊びや、

身近な素材を使ったおもちゃ作り等、、、おうちへ持ち帰ってもら

って、親子でちょっぴり心豊かな時間を過ごしてもらえるような

場所を作ります。要予約 8 組まで(1 ヵ月前のリップルの日より

予約を受け付けています)（12 月は定員に達しました。） 

ふれあいルーム 

12 月 11 日・25 日（金） 

9 時 30 分～12 時 

親子で一緒に手遊びや絵本で楽しみましょう♪ 
お部屋は掲示板で確認下さい。是非遊びに来てくだ
さい。香里ケ丘図書館 ２F。無料、予約不要 6 組まで 

わらべ唄遊び 

12 月 10 日・24 日（木） 

10 時 30 分～11 時 30 分 

ひまわり畑、会員さん無料 

ひまわり畑でわらべ唄遊びをしましょう。お子さん
と触れ合いながら一緒に楽しみましょう。 
ひまわり会員さんは無料。会員外は 200 円です。 
要予約 4 組まで 

絵本で子育て～いっぽ、にほ～ 

12 月 21 日(月) 

13 時 30 分～14 時 30 分 

参加費：無料   

場所：子育て広場さぷり 

子育てひろばさぷりで絵本の会を開いています。ひまわり畑の季

節のおすすめ絵本を沢山読んだり、子育てと絵本のお話をしてい

ます。今月は「きらきら光るクリスマス」の絵本です。 

英語絵本 

12 月 9 日（水）13:30～14:30 

12 月 21 日（月）10:30～11:30 

参加費：300 円（会員外：500 円） 

英語大好きなママも、ちょっと苦手なママも大歓迎。簡単

で親しみやすい英語絵本を紹介します。 

親子で一緒に英語に触れる時間を楽しんで下さい。 

4 組まで（21 日は定員に達しました。） 

放課後クラブあおむし 

毎週月曜～金曜 

(放課後～17:30) 

月曜～金曜まで毎日。絵本やアナログゲームを楽しんだり、宿題をしたり、小

学生が自由に出入りできる時間です。費用：「こども会員」の登録が必要です。

(年度 5000 円)会費 500 円／月 水曜日 15 時以降になります。 

おかえりルーム 

（学童お預かり） 

平日月曜～木曜 

(17:30～20:00) 

ご両親が仕事で一人の時、急な用事で預けるところがない！そんな声にお応え

してひまわり畑で児童のお預かりを始めます。費用：一人 500 円／時間  

対象：小学生 延長料金は 15 分単位になります。あおむし登録必要です。 

長期休み等：早朝～9 時：600 円/時間、9 時～20 時：500 円/時間になります。 

ひまわり畑子ども食堂 

12 月 4 日・18 日 

(17:30～18:30) 

ひまわり畑玄関前 

コロナの為に室内での飲食を止めて、お弁当配布にしています。食中毒の危険

がありますので、お弁当は涼しいところに保管の上、2 時間以内にお召し上が

りください。子どもさんを優先して配布致します。 

中学生以下は無料、大人は 300 円です。1 月は 8 日と 15 日です。 

イベント関係 
12 月 26 日～1 月 5 日までひまわり畑はお休みします。 ひまわりママタイムズ 

www.himawaribatake0303.com 

住所：〒573－0084  

枚方市香里ヶ丘 12 丁目 6－28 

電話：090-6739-7064 

 

          

コロナウィルスの状況によりイベントは予告なく中止することがあります。 

また皆様の安全の為に、ご利用を制限させていただく場合があります。ご了

承下さい。イベントにはマスクを着用ください。お子様はマスク不要です。 

 

水曜手芸部             

今年も手軽にできる（4 歳くらい

から）干支の飾りを販売します。 

１セット 500 円です。 

新しい年を可愛い干支飾りで迎え

ませんか？ 

http://www.himawaribatake0303.com/


 

 

 

 

 

 

★お留守番ルーム※一時保育 
少しの時間でも、子どもをお預かりします。ひまわり会員さんならどなたでもご利
用できます。年度に 1 回のみ保険料 500 円が必要です。 
前日までに申込みお願いします。(当日はお受けできない場合があります。) 
対象：乳幼児 日時：平日月～金曜日 9 時～17 時（それ以外の時はご相談下さい。） 

費用：200 円／15 分（年度の初回利用の時は保険料 500 円が必要です。） 
＊月～水曜日 10 時～12 時はリフレッシュタイムとして、1,000 円で 

お預かりしています。 
＊月極、プチプラン保育(１回/週・４時間/日など)毎週決まった曜日に 

預ければ通常よりお得なプランもあります。 
   

数量限定です。ご来室の前にお

電話でお問い合わせください。 

カフェルポンさんのランチ券も

追加しました。 


