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おおひひささままだだよよりり みなと子育て応援プラザPokke
港区芝5-18-1-102 TEL：03-6435-0411
HP：http://minato-pokke.jimdo.com/ＮＮoo.. ８８６６

ぽぽけけっっととささんんにによよるる
ももののづづくくりりCafe
「「ククチチュューールル」」

◆子子育育ててひひろろばば 13(日)､22(火)､27(日)

＊年末年始休業日 28(月)､29(火)､31(木)､1/1(金)､4(月)､5(火)

◆一一時時ああずずかかりり保保育育 22(火)

＊年末年始休業日 31(木)～1/3(日)

今今月月はは、、１１２２月月２２００日日（（日日））でですす

♡♡妊婦さんへ♡♡
先輩ママとお話しませんか？

見学も大歓迎です。

お母さん同士、自由にお話できる場に
なればと思います。
＊お子さんと一緒の参加です。

☆12月の日程☆
1日(火)《ころころ》

（ねんね～寝返り、おすわり）

８日(火)《ハイハイ》

（ずりばい、ハイハイ～つたい歩き）

時時間間：：11３３::３３00～～11４４::0000

定定員員：：66名名程程度度 場場所所：：つつききのの部部屋屋

＊参加受付は、当日15分前より先着順

★おひさまサロンのお知らせ★

１２月のよる☽カフェは、おやすみです

《《１１２２月月ののおお休休みみ》》

ラランンチチ・・カカフフェェななどど楽楽ししいい企企画画をを考考ええてていいまますす。。

詳しくはひろば内の掲示板・ＨＰにて
お知らせします。お楽しみに！

PPookkkkee会会員員以以外外のの方方もも来来館館ででききまますす！！

第第３３日日曜曜日日はは、、地地域域開開放放デデーーでですす！！！！

日々、温度が目まぐるしく変わる季節になりました。
感染症が増えだす季節です。

冬冬期期ににかかかかるるここととのの多多いい感感染染症症
インフルエンザ、RSウイルス、溶連菌感染症、ロタ、ノロウイルス等
感染する道筋や感染までの期間は様々ですが、予防の手段は共通して
います。
① 手洗い ② うがい ③ しっかり睡眠 ④ しっかり食べる
⑤ 室内の乾燥を防ぐ ⑥ 室内換気

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡ ケケアアよよりり ♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
ひひろろばばはは、、第第11・・３３日日曜曜日日ももオオーーププンンししてていいまますす！！

カフェからのお知らせ

毎週木曜日

・ランチ（15食）を600円で提供します
＊保育で提供している給食になります

・10:00～受付でチケットを販売します
・おやつは、14:30～

つきの部屋で販売します

～素材を活かしたやさしい味を
親子でお楽しみ下さい!!～

✿✿✿✿✿✿ 一一時時ああずずかかりりよよりり ✿✿✿✿✿✿

健康体操のお知らせ

歌に合わせて、体操をしたり、
おしゃべりをしています。
高齢者の方と一緒にふれあい
楽しいひとときを過ごしませんか♪
12/1（火）、15（火）10:00～11:30

・・1122月月はは、、1122//1144（（月月））
・・11月月はは、、11//1188（（月月））でですす

1122//1188（（金金））99::3300かからら
予予約約受受けけ付付けけまますす

木枯らし１号が吹き、すっかり秋らしくなりましたね。天気の良い日に
は、公園にお散歩に行きます。お散歩では、大好きなどんぐりや落ち葉な
どを拾ったり、秋を感じながら元気いっぱい遊んでいます。拾ってきたど
んぐりは、保育室で楽器を作ったり、落ち葉に絵具をつけて大きな紙に落
ち葉スタンプをして楽しみました。
１２月は、クリスマスリースやクリスマスにちなんだ手作りおもちゃを
製作します。お子さんが家に持ち帰ることもあると思いますので、一緒に
楽しんでいただけると嬉しいです。

ランチ

カフェ

年末年始休業の
保育申込みについて

【一時あずかり・トワイライトステイ】
休業日 １２/３１（木）～１/３（日）
＊１/４（月）の利用申込みの締切

１２/２９（火） １２：００
＊１/５（火）の利用申込みの締切

１２/３０（水） １２：００
【ショートステイ】 年中無休
＊１２/３０（水）～１/５（火）の

利用申込みの締切
１２/２４（木） １２：００



子子育育ててひひろろばば １１２２月月ののススケケジジュューールル

月月 火火 水水 木木 金金 土土 日日

１ ２２ ３３ ４４ ５５ ６６

午
前

健健康康体体操操

10:00～11:30
手手洗洗いい集集会会

11:30～

おおりりががみみ講講座座

10:30～11:30

ひひろろばば
オオーーププンン

避避難難訓訓練練午
後

おおひひささままササロロンン
(こころろこころろ)

13:30～14:00
手手洗洗いい集集会会

15:45～
７７ ８８ ９９ １１００ １１１１ １１２２ １１３３

午
前

ママタタニニテティィヨヨガガ

10:00～11:30
誕誕生生会会

11:00～12:00
父父親親講講座座

11:00～14:30
休休

午
後

おおひひささままササロロンン

(ハハイイハハイイ)
13:30～14:00

１１４４ １１５５ １１６６ １１７７ １１８８ １１９９ ２２００

午
前

ももののづづくくりりCCaaffee

10:00～11:30

健健康康体体操操

10:00～11:30
ススペペシシャャルル

げげんんききタタイイムム

11:30～12:00

計計測測日日

10:30～11:30
手手作作りりおおももちちゃゃ

10:30～11:30
かかんんががるるーーくくららぶぶ

10:30～11:30

午
後 計計測測日日

13:30～14:30
２２１１ ２２２２ ２２３３ ２２４４ ２２５５ ２２６６ 2277

午
前

休休

＊ひろば
一時あずかり
お休みです

休休

午
後

2288 2299 3300 3311 11//11 ２２ ３３

午
前

ひひろろばば
オオーーププンン

午
後

育育児児相相談談

育育児児相相談談

＊＊ひひろろばば幼幼児児

水水曜曜午午後後はは就就学学前前ののおお子子ささんんもも利利用用ででききまますす

＊＊誕誕生生会会へへののごご参参加加はは事事前前のの予予約約ををおお願願いいししまますす

＊＊ラランンチチタタイイムム 1122::0000～～1133::3300

おおややつつタタイイムム 1144::0000～～1155::3300
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講 座 １２月
・講座は申込みが必要です。
来館にてお申込みください。
＊父親講座、マタニティヨガ、
よる☽カフェは、電話で予約できます。

・講座をキャンセルする場合、返金は
できませんのでご了承ください。

・Pokke会員の親子・地域会員の方が
参加できます。

ひひろろばば幼幼児児

ひひろろばば幼幼児児

ひひろろばば幼幼児児

＜サークル活動＞

利用者さんが中心となって、サークル活動をしています。

サークル活動については、自主活動となります。

＊詳細や活動日については、PokkeのＨＰをご覧ください。

地地域域
開開放放デデーー

ひひろろばば幼幼児児

ひろば
開館時間

9:30～
16:30

手作りおもちゃ
「カレンダーづくり」

１２/１７（木） 10:30～11:30
場所：つきの部屋
講師：杉本 倫枝さん
定員：６～8名程度
（お子さんも一緒の参加）
参加費：無料
申込み：受付中
持ち物：写真・シール等
（ラミネートが可能な厚さ）

育育児児相相談談

かずこさんのおりがみ講座 『干支のさる』

１２/４（金） 10:30～11:3０
場所：つきの部屋
定員：６組（お子さんも一緒の参加）
参加費：２００円
申込み：受付中

育児相談：無料(予約制)

金曜の相談日以外でも

受付をしています。

お気軽にお問い合わせください。

読み聞かせ
毎週木曜日

11:45～12:00

16:00～16:15

育育児児相相談談

父親講座 『手作りパン』
１２/１２（土） 11:00～14:30

（12:00～13:00は昼休憩）

焼き上がりは14:30頃を予定しています。

おやつとしてお召し上がり下さい。

1組5～6個のパンを作ります。

場所 つきの部屋

定員 4組（託児はありません）

参加費 1000円（材料費・お茶代）

持物 エプロン・三角巾

申込 11/25（水） 9:30  ～

＊電話での申込みもＯＫです。

スペシャルげんきタイム

１２/１５（火）
1１:30～12:00
「クリスマスソングをうたおう！」

＊12:00～軽食を販売します

ひひろろばば幼幼児児


