
ＮＰＯ（特定非営利活動）法人 2021．4月

つどいのひろば ４ 月のカレンダー
就園前（保育所・園は0、1、２歳児クラス）のお子さんと保護者の方のための『居場所づくり』を

目的に、無料で自由にきていただけるおへやをつくりました。おもちゃや絵本を

たくさん用意してお待ちしています。ご都合の良い日、お好きな時間にどうぞ。

月 火 水 木 金 土 日

1 2 3 4
　地域の日

9：00～14：00

※ひろばも通常通り

5 6 7 8 9 10 11

午前中 　地域の日

・保健師さん訪問 9：00～14：00

・赤ちゃんの日 ※ひろばも通常通り

・公園

12 13 14 15 16 17 18

午前中 　地域の日

・赤ちゃんの日 9：00～14：00

・公園 ※ひろばも通常通り

19 20 21 22 23 24 25

午前中 音楽広場 　地域の日

・赤ちゃんの日 9：00～14：00

・歯科衛生士訪問 ※ひろばも通常通り

・公園

26 27 28 29 30

午前中 昭和の日

・赤ちゃんの日

・公園

・ベビーマッサージ

お問い合わせは・・・１０：００〜１６：００

NPO 法人　Chacha-House

おやこのひろば

〒５６７−００４１

  茨木市下穂積１丁目６−２１

      コーポエコー １０３号

【電　話】 ０７２（６６４）６３３１

【E-mail】 chacha-house@hcn.zaq.ne.jp

【ＨＰ】http://www.npo.chacha-house.jp

※入室の際は、マスクの着用および消毒をお願いいたします

利用時間

月曜～金曜日

１０時～１６時

（１２時～１３時は昼休み）

土曜日 ９時～１４時

※日曜・祝祭日・お盆・年末

年始等はお休みします
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公園の日 

日にち：7日,14日,21日,28日(水）

場  所：下穂積１丁目第2児童遊園

時  間：１０：３０～１１：３０
ちゃちゃはうすのスタッフが

お砂場セットやボールを持って行きます。

お外でいっぱいあそびましょう。

お子さんの安全には十分にご留意ください。

4月のお誕生日のおともだち
今年度は感染予防対策のために、

ちゃちゃはうすでのお誕生会はできなくなりました。

バースデーカードのプレゼントのみになります。

写真撮影と手形をとりに、4月中に広場へお越しください。

※お越しの際は事前にご連絡いただけると助かります

おでかけちゃちゃはうす
日にち:１０日（水）・１７日(水)

時  間:１０：００～１２：００

場　所:穂積コミュニティセンター

定　員:先着親子10～15組程度

持ち物:授乳・お茶などは構いませんが、
　　　 おやつ等はご遠慮いただきますよう
　　　 お願い致します。

一時預かりの保育時間と利用料金（有料）
市内在住の生後４ヶ月～就学前までの

保育所・保育園に通われていない子どもさんが対象です。

利 用 料 　   ：３歳未満 ４００円／１時間 　　　

  　 ：３歳以上 ２００円／１時間

※お預かり日を基準

利 用 時 間

申 込      ：ご利用になられる前日の１６時まで

□保護者が病気や出産で入院や療養の必要のある時

□親族などの看護、介護にあたる必要がある時

□冠婚葬祭に出席する時

□就労(１日　同時刻　１枠）

□リフレッシュを必要とする時 …などで

　一時預かりが必要になったら事前にお申し込み下さい。

☎０７２（６６４）６３３１詳しくはちゃちゃはうす迄お問い合わせ下さい。

★必ず検温をおねがいします。
★必ず保育終了時間迄にお迎えに来て下さい。遅れられた場合、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　特別な理由がない限り、1時間分の料金を頂戴致します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ご理解の上、時間を守って頂きますよう宜しくお願い致します。

　：９時３０分～１６時３０分

保健師さん訪問の日
７日(水）　午前中赤ちゃんの日
赤ちゃんの日に保健師さんに相談もでき、
体重など計測も可能です。

地域の日

毎週(土)9：00～１４：００
多世代の方が参加できる日です。

ちゃちゃを卒業したお友達も一緒に

地域の交流を深め、遊びませんか？

4月のお誕生日のおともだち
今年度は感染予防対策のために、

ちゃちゃはうすでのお誕生会はできなくなりました。

バースデーカードのプレゼントのみになります。

写真撮影と手形をとりに、4月中に広場へお越しください。

※お越しの際は事前にご連絡いただけると助かります
わらべうたベビーマッサージ(要申込）

(４/１㊍は来所のみ、2日より電話受付可）

日にち： ２８日(水）

講　師：　林　法子　講師

時　間：　10:30～11:45

場　所：　穂積コミュニティセンター

定　員：　6組　生後２ヶ月～２歳くらいまでの親子

実　費：　３００円

（同室でのスタッフの保育はありません）

持ち物： 　□印鑑

□バスタオル

□飲み物(母乳の方は不要）

□防水シートまたはポリ袋

予防接種の当日と４８時間以内はマッサージ出来ません

音楽広場(要申込）
（4/1㊍は来所のみ、2日より電話受付可）

日にち ：２２日（木）
時　間　：１０：３０～１１：３０
場　所　　：穂積コミュニティーセンター
定　員 ：１２～１５組程度
内　容 ：ｏｈａｎａ（オハナ）さんと一緒に

親子で楽しむリトミックとせいさく

動きやすい服装でお越しください

参加費 ：２００円

公園の日 

日にち：7日,14日,21日,28日(水）

場  所：下穂積１丁目第2児童遊園

時  間：１０：３０～１１：３０
ちゃちゃはうすのスタッフが

お砂場セットやボールを持って行きます。

お外でいっぱいあそびましょう。

お子さんの安全には十分にご留意ください。

５月のイベント予定
（詳細は5月の通信でお知らせします）

☆ベビーヨガ　5月19日(水)（要申込）
定員： 親子5組予定

場所： 穂積コミュニティセンター

☆おやこART　5月24日(月)（要申込）
定員： 前半・後半各親子5組

場所： 穂積コミュニティセンター

歯のお話＆相談会♪
日にち ：21日（水）
時　間 ：10：30～
場　所 ：ちゃちゃはうす

内　容 ：お口の機能と虫歯予防のお話

持ち物 ：歯ブラシ
講　師 ：中村歯科ｷｯｽﾞﾃﾞﾝﾀﾙﾊﾟｰｸ歯科衛生士
※0歳児の方のみとなります



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　★2/24はおでかけも公園もありません。

七夕イベント週間
日にち：１日（水）～７日（火）
時  間：広場開所時間

場  所：ちゃちゃはうす

遊びに来られた方に笹をプレゼントします♪

広場で飾りを作ってお家にかざってね！

おりひめやひこぼしになって写真も撮れるよ♪

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　特別な理由がない限り、1時間分の料金を頂戴致します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ご理解の上、時間を守って頂きますよう宜しくお願い致します。

定員：２５組　　１０：００～１１：００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２５組　　１０：００～１１：００

定員： ２５組　　１０：００～１１：００

２５組　　１１：００～１２：００

場所： 穂積コミュニティーセンター

　　　　　　　　　　　　　　　　　※　5月10日までコロナウィルス感染予防のため広場は閉所していますので、

　　　　　　　　　   イベン トの予約は5月1日より電話のみで受付けいたします。



+



ハロウィンイベント（要申込）
　 (10/１㊍は来所のみ、２日より電話受付可）

日にち：３１日(土)

場 所：穂積コミュニティセンター
★当日は仮装して参加してね★
がっつり仮装や、ちょっとだけの仮装でもＯＫ
フォトスポットで写真撮影もできるよ♬

定員？

おゆずり会
日にち：23日（土）
時  間：９：３０～１２：００
場  所：穂積コミュニティセンター
通常の広場と一緒ですので必ずお子さんと遊びに来て下さい。

※入場規制あり
※ご自宅にある不要な服・おもちゃ・ミルク・離乳食等を



事前にいつでもちゃちゃはうすにお持ち下さい。

公園の日 

日にち：7日,14日,21日,28日(水）

場  所：下穂積１丁目第2児童遊園

時  間：１０：３０～１１：３０
ちゃちゃはうすのスタッフが

お砂場セットやボールを持って行きます。

お外でいっぱいあそびましょう。

お子さんの安全には十分にご留意ください。

4月のお誕生日のおともだち
今年度は感染予防対策のために、

ちゃちゃはうすでのお誕生会はできなくなりました。

バースデーカードのプレゼントのみになります。

写真撮影と手形をとりに、4月中に広場へお越しください。

※お越しの際は事前にご連絡いただけると助かります

おでかけちゃちゃはうす
日にち:１０日（水）・１７日(水)

時  間:１０：００～１２：００

場　所:穂積コミュニティセンター

定　員:先着親子10～15組程度

持ち物:授乳・お茶などは構いませんが、
　　　 おやつ等はご遠慮いただきますよう
　　　 お願い致します。



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　★2/24はおでかけも公園もありません。

一時預かりの保育時間と利用料金（有料）
市内在住の生後４ヶ月～就学前までの

保育所・保育園に通われていない子どもさんが対象です。

利 用 料 　   ：３歳未満 ４００円／１時間 　　　

  　 ：３歳以上 ２００円／１時間

※お預かり日を基準

利 用 時 間

申 込      ：ご利用になられる前日の１６時まで

□保護者が病気や出産で入院や療養の必要のある時

□親族などの看護、介護にあたる必要がある時

□冠婚葬祭に出席する時

□就労(１日　同時刻　１枠）

□リフレッシュを必要とする時 …などで

　一時預かりが必要になったら事前にお申し込み下さい。

☎０７２（６６４）６３３１詳しくはちゃちゃはうす迄お問い合わせ下さい。

★必ず検温をおねがいします。
★必ず保育終了時間迄にお迎えに来て下さい。遅れられた場合、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　特別な理由がない限り、1時間分の料金を頂戴致します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ご理解の上、時間を守って頂きますよう宜しくお願い致します。

５月のイベント予定
（詳細は5月の通信でお知らせします）

☆ベビーヨガ　5月19日(水)（要申込）
定員：２５組　　１０：００～１１：００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２５組　　１０：００～１１：００定員： 親子5組予定

おむつ・ミルク・ 場所： 穂積コミュニティセンター

☆おやこART　5月24日(月)（要申込）
定員： 前半・後半各親子5組

場所： 穂積コミュニティセンター

※みなさまへおねがい※
8月実施のおゆずり会に向けて、お家で不要になっている
お洋服・おもちゃ・月齢の合わなくなったおむつ・ミルク
離乳食などなど・・その他育児用品を随時受け付けて
おりますのでご協力よろしくおねがいいたします♬

　：９時３０分～１６時３０分





・

保健師さん訪問の日
７日(水）　午前中赤ちゃんの日
赤ちゃんの日に保健師さんに相談もでき、
体重など計測も可能です。

地域の日
毎週(土)9：00～１４：００
多世代の方が参加できる日です。

ちゃちゃを卒業したお友達も一緒に

地域の交流を深め、遊びませんか？

子育て支援総合案内相談
相談員の方が来られます。
お気軽にご相談ください。

 

歯のお話＆相談会♪
日にち ：21日（水）
時　間 ：10：30～
場　所 ：ちゃちゃはうす

内　容 ：お口の機能と虫歯予防のお話

持ち物 ：歯ブラシ
講　師 ：中村歯科ｷｯｽﾞﾃﾞﾝﾀﾙﾊﾟｰｸ歯科衛生士
※0歳児の方のみとなります



★０歳児乳児向け        ★１歳児からの幼児向け
日にち ：14日（水）      日にち ：28日(水)
時　間 ：10：30～ 　 　時　間 ：14:00～15:00

食育キッチン（要申込）
日にち：22日（土）
（６/１㊏は来所のみ、3日より電話受付可）

栄養士さんと一緒にお料理しながら楽しく

親子で食育を学んでみませんか？

時間： １０：００～１２：００

場所： 穂積コミュニティセンター

講師： 寺田幸子　管理栄養士

定員：

参加費： 300円
持ち物： エプロン・三角巾・お茶

豆まきごっこ
日にち：3日(水)
時　間：10：30～11：30
場　所：下穂積１丁目第２児童遊園

公園にあらわれた赤鬼・青鬼を

みんなで力を合わせて退治しよう！

講師： 寺田幸子　管理栄養士

観劇会イベント(要申込） ちゃちゃはうす秋祭り(要申込）
日にち： １4日（土）

(3/2㊊は来所のみ、3日より電話受付可）

時間： 10:00～10:45 25組

11:00～11:45 25組

場所： 穂積コミュニティーセンター

内容： クラルテさんによる人形劇

「ずんぐりイモムシの夢」 　　　　持ち物：
イモムシたちが美しく

※ 今回のみ小学校低学年までのご兄弟は一緒に

ご参加いただけますので、予約時にお伝えください。

地域の日
日にち：7日(土)・21日 (土）

時間： 9：00～14：00
場 所：ちゃちゃはうす
多世代・地域交流に参加してみませんか？

大変身していくお話です



プレパパ、ママ。おじいちゃん、おばあちゃん。

小さなお子さんのパパ、ママ。ちゃちゃを卒業した

お友達。学生さんなど、どなたでも遊びに来て下さい。
地域の方と交流を深める環境作りや時間を、
大切にしています。
まほうのランプさんのよみきかせは
21(土)11：00～11：30にありますよ。
21(土)11：00～11：30にありますよ。

心理士相談日
日にち： ７日 (土）
時 間：９：００～１４：００
場 所：ちゃちゃはうす（103 号）
多世代・地域交流に参加してみませんか？
プレパパ、ママ。おじいちゃん、おばあちゃん。

小さなお子さんのパパ、ママ。ちゃちゃを卒業した

お友達。学生さん、など沢山遊びに来てください。
地域の方と交流を深める環境作りや時間を、
大切にしています。

七夕イベント

触れ合う大切さを感じる素敵な時間をすごせます。

☆消防署にみんなで見学に行こう♪
２月１５日(水）

茨木消防署下穂積分署にみんなで見学に行きます。
消防車、救急車などを間近で見たり、消防署内の見学を
させていただけます。
写真撮影もできるよ♪

8月実施のおゆずり会に向けて、お家で不要になっている
お洋服・おもちゃ・月齢の合わなくなったおむつ・ミルク





今年一年ありがとうございました。

たくさんの利用者さんとちゃちゃの

スタッフは交流を深めることが出来ました。

来年も盛り沢山の楽しいイベントや講座

などを実施していきたいと思います。
これからも皆さんが笑顔で来ていただけるように
スタッフ一同心よりお待ちしています。



わらべうたベビーマッサージ(要申込）

(４/１㊍は来所のみ、2日より電話受付可）

日にち： ２８日(水）

講　師：　林　法子　講師

時　間：　10:30～11:45

場　所：　穂積コミュニティセンター

定　員：　6組　生後２ヶ月～２歳くらいまでの親子

実　費：　３００円

（同室でのスタッフの保育はありません）

持ち物： 　□印鑑

□バスタオル

□飲み物(母乳の方は不要）

□防水シートまたはポリ袋

予防接種の当日と４８時間以内はマッサージ出来ません

ちゃちゃはうす秋祭り(要申込）
（11/2㊊は来所のみ、４日より電話受付可）

日にち： ２１日(土)

時間：  9:30～10:15 15組
10:30～11:15 15組
11:30～12:15 15組

場所： 穂積コミュニティセンター
　　　　持ち物： お土産を入れる袋

スタッフがたくさんのお店を出してみんなを待って
いるよ！いっぱい遊んでね♪
学生ボランティアさんもたくさん来てくれるので
交流を楽しみながらお店をまわってね！



※予防接種の当日と48時間以内は参加できません。
また当日体調がすぐれない場合もご遠慮下さい。





  



おやこＡＲＴ(要申込）

(12/１㊋は来所のみ、２日より電話受付可）

日にち： 10日 （木) 持ち物：

内 容： ☆キラキラオーナメントを作ろう☆

時 間： １０：００～１０：４５

１１：００～１１：４５

場 所： 穂積コミュニティセンター

講 師： 高杉静代　講師

定 員： 各親子5組

参加費： ２００円（材料費込）
持ち物： 汚れてもよい服装(親子ともに）

作品持ち帰り用の袋

 フエルトを土台に、キラキラ素材を用いた

 クリスマスらしいオーナメントを作ります♬

消防署を見学しよう！！（要申込）
（11/2㊊は来所のみ、４日より電話受付可）

日にち： 11日（水）

時  間： 10：00～11：30

場  所： 下穂積分署

（集合は公園です）

定　員： ２０組

持ち物： 特にありません。自転車やベビーカーで

来られる方はできるだけちゃちゃはうすに

とめて集合場所に行って下さい

消防署館内を見学させてもらいながら、

消防士さんのお仕事などを学ぶことができるよ！

消防車や救急車と写真撮影もできちゃいます♪

（※出動時は写真撮影出来ません。ご了承ください。）



※予防接種の当日と48時間以内は参加できません。
また当日体調がすぐれない場合もご遠慮下さい。







クリスマス会(要申込） 音楽広場(要申込）
（１２/１㊋は来所のみ、２日より電話受付可） （4/1㊍は来所のみ、2日より電話受付可）

日 に ち ：19日（土） 日にち ：２２日（木）
時    間　：(前半）１０：００～１０：４５ 時　間　：１０：３０～１１：３０

：(後半）１１：００～１１：４５ 場　所　　：穂積コミュニティーセンター
定　　員 ：各１５組程度 定　員 ：１２～１５組程度
場    所　　：穂積コミュニティセンター 内　容 ：ｏｈａｎａ（オハナ）さんと一緒に
内    容 ：ハーメルンクラリネットアンサンブルさんの 親子で楽しむリトミックとせいさく

 生演奏とohana(オハナ)さん等の催し 動きやすい服装でお越しください

参加費 ：２００円

親子ベビーヨガ （要申込）
（3/1㊊は来所のみ、2日より電話受付可）

日にち：17日(水)
 時 間：１０：３０～１１：４５
 場 所：穂積コミュニティセンター
 講 師：荻野紀子　講師
 定 員：5組　４ヶ月～１歳位迄の親子
参加費：２００円 ご兄弟での参加不可
（同室でのスタッフの保育はありません）
持ち物：　□　印鑑

□　汗拭きタオル
　　　　□　抱っこひも
　　　　　□　飲み物（母乳の方は不要）
※ヨガマットはこちらでご用意いたしますが、
お持ちの方は持参して頂いても構いません。
お母さんと赤ちゃんのふれあいあそびをメインにした
エクササイズです。一緒に楽しく体を動かしませんか？
親子で動きやすい服装でお越しください。



※予防接種の当日と48時間以内は参加できません。
また当日体調がすぐれない場合もご遠慮下さい。








