
いなみっこ広場の利用者の年男年女の人の抱負

〇娘に嫌われないように、清潔なお父さんを目指したいです。

（２歳と４歳の姉妹のパパ）

〇仕事も家事も育児も頑張りすぎず、適度に穏やかに過ごすことと、健康に気を

つけたいです。 （２歳と５歳の姉妹のママ）

〇家族みんなが健康で穏やかに過ごしたいです。 （４歳の男の子のパパ）

〇仕事と育児を両立したいです。 （１歳の男の子のママ）

〇時間に追われる中でも、精一杯子どもの気持ちに寄り添って愛情を注いで

行きたいです。 （４歳の女の子のママ）

❣〇毎日元気に 子どもと一緒にたくさんの体験をしたいです。

（４歳の女の子のパパ）

今年も いなみっこ広場の

ご利用を、職員一同お待ちし

ております。

皆さんご家族そろって

楽しいお正月をお過ご

しでしょうか。

今年も

よろしくお願いします。



● ツインズ （多胎児ママの会） （申込不要）

多胎児を育児中の保護者が、日常の育児や工夫してい

るところなど話し、保護者同士の和やかな交流時間を過ご

していただけます。

【と き】２月３日（金） １０時～１１時半

【対 象】多胎児を妊娠中のお母さん

多胎児の保護者（子ども同伴可）

☆自由開放（遊戯室）定員約４０人

【対象】原則0歳～就学前の子どもと保護者

・火曜日～日曜日の

① 午前9時～12時 ② 午後１時～５時

※赤ちゃんコーナーのベッドをご利用の場合はバスタオル

をご持参ください。

☆自由開放（プレイルーム３）定員約３０人

【対象】小学生以上の児童

・平日の放課後～午後５時

・土曜日・日曜日・祝日・春休み・夏休み・冬休み

① 午前 9時～12時 ② 午後１時～５時

（正午～午後１時は、消毒ならびに換気を行いますのでご

協力をお願いします。）

日 曜 事業
一時
預かり

1 日 休館日

2 月 休館日

3 火 休館日

4 水 休館日

5 木 〇

6 金

7 土

8 日

9 月 成人の日　キッズタイム（昔遊び）

10 火 休館日

11 水 〇

12 木 １歳児（座談会） 〇

13 金

14 土 支援者等研修会

15 日

16 月 休館日

17 火 ２月事業申込開始 〇

18 水
２歳児３歳児の会うさぎ
（お正月遊び） 〇

19 木
２歳児３歳児の会りす
（お正月遊び）

〇

20 金

21 土

22 日 キッズタイム（卓球）

23 月 休館日

24 火 〇

25 水
ほたるの放流（水辺）
２歳児３歳児の会うさぎ（親子体操） 〇

26 木 ２歳児３歳児の会りす（親子体操） 〇

27 金

28 土

29 日

30 月 休館日

31 火 〇

+
12/28(水)～1/4(水)は休

館となります。1/5(木)よ

り

通常通りとなります

事業のお知らせです！！ 原則町内のみ１ 月 の 事 業 予 定

●０歳児の会 「座談会」 （申込不要）
ふれあい遊び後、助産師・保健師・管理栄養士・子育

て支援員を交えた座談会で子育て相談や参加のお母さん

との交流を持っていただけます。

【と き】２月９日(木)10 時～11時半

【対 象】0歳児（令和３年４月２日生まれ～

令和 4年 4月 1日生まれ）と保護者

●1 歳児の会 「わらべうたで遊ぼう」 （申込必要）
親子でわらべうたを楽しみ、みんなでほっこりした時

間を過ごしていただけます。

【と き】 ２月２４日（金） 午前１０時～１１時半

【対 象】 １歳児（令和２年４月２日生まれ～

令和３年４月１生まれ）と保護者

【定 員】 １５組

●遊びの会 「人形劇」 （申込必要）
「わくわくさんのポケット」グループによる人形劇や
パネルシアターなどの公演をお楽しみいただけます。
【と き】2月 25日(土) 午前10時～11時半

【対 象】２歳児～就学前児童と保護者

【定 員】９０人

～事業の申込方法～

申込書に①事業名②保護者氏名③子どもの氏名(漢字・ふり

がな)④子どもの生年月日⑤住所⑥電話番号を記入し、いな

みっこ広場窓口またはメール、FAXで申し込んで下さい。

申込書はいなみっこ広場窓口または町ホームぺージから

ダウンロードできます。

電 話 079-497-7100

F A X 079-497-7130

Ｅ-mail inamikko@town.hyogo-inami.lg.jp

●子育て相談 （希望者は託児有） （申込必要）
公認心理師・臨床心理士に子育ての相談をして頂けま

す。

【と き】２月１０日(金)

① 10時～11時 ③ 13時～14時

② 11時～12時 ④ 14時～15時

事業申込書

mailto:inamikko@town.hyogo-inami.lg.jp


〇キッズ（小学生以上）タイム

1月 ９日（月・祝） 昔遊び

１４：００～１５：００

１月２２日（日） 卓球体験

２月１９日（日） 卓球体験

３月１９日（日） 世代間交流

卓球体験

１４：００～１６：００

●令和５年度「２歳児３歳児の会」会員募集！！●
1年を通して、親子で四季の行事やふれあい遊びの体験、育

児の喜び・悩みを共有しながら子育てのスキルを楽しく学びま
す。
活動を通じて、親子で素敵な仲間作りをしてみませんか。

【活動期間】令和５年4月～令和６年3月(年間 2０回程度)
【対 象】2歳児3歳児と保護者(祖父母世代も大歓迎)

・2歳児(令和 ２年4月２日～令和３年4月 1日生)
・3歳児(平成３１年4月 2日～令和２年4月１日生)

※主に火～木曜日が活動日となりますので、いずれの曜日でも
参加可能な人に限ります。
※月齢順にグループ分けをします。異年齢のグループになる可
能性もあります。

【活動場所】主に、いなみっこ広場
【活動時間】10：00～11：30
【定 員】30組程度(申し込みが定員を超えた場合は抽選によ

り決定します。結果については2月中に郵送いたし
ます。)

【申込期間】1月 2７日(金)～2月９日(木)９時～17時
【申込方法】申込書に①事業名「令和５年度２歳児３歳児の会」

②保護者氏名③子どもの氏名(漢字・ふりがな)④子
どもの生年月日⑤住所⑥校区⑦電話番号を記入し、
いなみっこ広場窓口またはメール、FAX で申し込
んで下さい。申込書はいなみっこ広場窓口または町
ホームぺージからダウンロードできます。
※先着順ではありません。

電 話 079-497-7100 FAX 079-497-7130
Ｅ-mail inamikko@town.hyogo-inami.lg.jp

令和４年１０月２７日（木）乳幼児と保護者対象

「きんぎょがにげた」のロール

シアター。大きな画像に興味

深々の親子。

「ぞうさんのぼうし」「かおかお

どんなかお」など親子で楽しん

でいただけました

子どもたちに大人気の絵本「おべんとうバス」

で一緒に楽しむ親子

お弁当バスが退場すると泣き出す子もいました。

いなみっこ広場子育てねっと有志の皆さんよる

「おもちゃのチャチャチャ」の音楽にあわせた

フィンガーアクション
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日 月 火 水 木 金 土

1 2　振替休日 3 4 5 6 7

ベビースマイリー ゆるり家

8 9　成人の日 10 11 12 13 14

道親くらぶ 道親くらぶ ままの木

15 16 17 18 19 20 21

ゆるり家
おもちゃ

ライブラリー
うさちゃんひろば

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

道親くらぶ

1月

稲美町のまちの子育てひろばに新しい仲間が

加わりました。

《おもちゃライブラリー》
木のおもちゃを使って自由遊び

【日 時】20日(金)10:00～11:30

【場 所】加古福祉会館 集会室

【問合先】492-8668（社会福祉協議会）

《コープ稲美 うさちゃんひろば》
(参加費親子1組で200円))

【日 時】20日(金)10:30～12:00

【場 所】コープ稲美 組合員集会室

【問合先】078-935-7180

(コープこうべ第6地区活動本部)

《ベビースマイリー》
【日 時】6日(金)10:00～11:30

【内 容】ボール遊び・わらべ歌・楽器遊び

絵本・手形足形で節分の作品作り

【場 所】加古福祉会館 集会室

☆参加を申し込まれる人は、前日までに

下記にご連絡下さい。

【問合先】メール：chisato.k.105＠gmail.com

ＴＥＬ： 080-3807-4008

《道親くらぶ》
・はじめましての会

【日 時】9日(月)9:30～10:30

【場 所】母里福祉会館

・ちょっぴりお姉さんの会

【日 時】9日(月)10:45～11:45

【場 所】母里福祉会館

・ちょこっとくらぶ

【日 時】11日(水)10:00～12:00

【場 所】なんなん広場

・みちおやかふぇ＆ものつく会

&なおちゃんとえいごであそぼう

【日 時】30日(月)10:00～14:00

【場 所】母里福祉会館

【問合先】メール：michioyasan@yahoo.co.jp

※自然災害で稲美町に警報が発令された場合、ひろば活動は安全のため中止とさせていただきます。

▲HP

《ゆるり家》
・ドイツゲームであそぼうや

【日 時】7日(土)13:30～16:30

【場 所】いなみっこ広場

【参加費】小学生以下300円

(小学生までは親子で参加)

中学生以上500円

【定 員】20名(先着順)

・よっとい day

【日 時】19日(木)10:00～15:00(時間内出入り自由)

【場 所】ゆるり家

【参加費】300円(お茶代込み・初回無料)

【問合先】メール：yururiya173@gmail.com

▲mail

▲mail

 

 

《いなみっこひろば》
【自由開放時間】火曜日～日曜日

① 9:00～12:00

② １3:00～17:00

☆1月 4日までは休館です。

※利用時間を区切り、換気ならびに消毒を行っていま

す。

【対 象】原則0歳～就学前の子どもと保護者

【問合先】497-7100 (いなみっこ広場)

メール：inamikko@town.hyogo-inami.lg.jp

▲HP

 

 
 

《ままの木》
ゆるぶる お散歩の会

【日 時】12日(木) 10:00～12:00

【内 容】凧づくり、絵本、わらべうた、

お味噌汁付き

【場 所】稲美町内

【参加費】おとな500円こども100円

【問合先】ままの木公式 LINE ID:@580iutzq

▲Instagram

7

▲mail

mailto:yururiya173@gmail.com
mailto:inamikko@town.hyogo-inami.lg.jp

