ぽけっと

ご利用について

現在、ぽけっとは新型コロナウイルス感染症対策を引き続き行いながら予約制にて開所しております。
新型コロナウィルス感染症の状況により変更の場合がありますのでホームページでご確認ください。
【予約について】

【お約束】

・お電話で一週間先の予約まで受け付けます。(今日が月曜日のときは来週の

・常にひろばをご利用できるのは１０組までとさせていただきます。

月曜日まで OK！)

・来所時に検温して３７．５℃以上ある場合はご利用できません。

・予約時間３０分を過ぎても来られないときは、こちらから確認のお電話を

・体調の悪い方はご利用をご遠慮ください。

します。

・手洗い・消毒・マスク着用にご協力ください。
・利用者同士の間隔は１～２m あけてください。

・当日予約が空いていれば、お電話で予約の上お越しください。

・ひろばでの昼食は、しばらく中止させていただきます。

・予約なしで来られて、１０組利用されている場合にはお断りするように
なります。

・ご利用の際には簡単なチェックシートにご記入お願いします。

・予約をキャンセルされる方はご連絡ください。
・当日、翌日の予約状況はホームページで随時お知らせします。

ぽけっと

０８９－９９３－０７５０（平日９：３０～１５：３０受付）

お電話やメール【pocket@catherine.ac.jp】でも、子育てに関する困ったこと、
ちょっと聞いてほしいことなど受け付けております。お気軽にどうぞ♪
(メールのときは題名にお子さんのお名前を入れてください)

☆お知らせ☆
8 月 8 日（月）・１１日（木）～１６日（火）はぽけっとお休みとなります。

８月の講座 空き状況
２４（水）
おはなしなーに？

〇
〇

31（水）

〇→空きがあります（予約できます）

お誕生日会

△→２～３組空きがあります(予約できます)

〇
〇

×→予約できません(キャンセル待ちできます)

～１人じゃないよ。みんなで一緒に育ちあおうね。～

カタリナ子育て支援ひろば ぽけっと

いつでもできるぽけっとクラブ

発行日：2022.8．1 カタリナ子育て支援ひろば〈ぽけっと〉
〒７９９－２４９６ 愛媛県松山市北条６６０

聖カタリナ大学内
Tel・Fax

日時： ８月開放日 １０：００～１５：００いつでも （おもちゃであそぼう・お誕生日会の日を除く）

０８９－９９３－０７５０

※ぽけっと初めての方も参加していただけます

https://www.catherine.ac.jp/pocket/index.html

☆つくってあそんで１・２・３☆

ぽけっと通信
（ぽけっとホームページ）

＜ご利用案内＞

内容『クルクルレインボー』

利用時間 平日 10:00～15:00

（ぽけっと Instagram）

休日

キラキラテープと割り箸で作ります。

土日・祝日・年末年始・お盆・

キラキラ✩クルクル✩とってもきれいですよ！！

毎月月末のお誕生日会の午後
会員登録料 お子様一人につき 100 円

☆成長記念日☆

（初回のみ）

内容：『うちわで手形足形アート』

〈ぽけっと〉は松山市の地域子育て支援拠点事業ひろば型として聖カタリナ大学短期大学部保育学科が
運営しています。子育て中の親子（概ね 0～3 歳）が気軽に利用でき、ゆっくり過ごせるひろばです。
パパ・ママ・おじいちゃん・おばあちゃん・妊婦の方もぜひ遊びにいらしてください。スタッフ一同お待ちしております。
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マステやシールでアレンジ OK！お絵描きもできます。
※お子さま１人につき１枚となります。
※数量限定になります。

日
7

☆おはなしなーに？

close

※ぽけっと初めての方も参加していただけます

日時： ８月２４日(水) 11 時～、１４時～
テーマ： 『虫』
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おはなしなーに？

29

18

土

まっしろと英字新聞の２種類のうちわから好きな方を選べます。

27
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虫の本をたくさん集めてお待ちしております。
c
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いろんな角度から虫さんを観察してみましょう☆
１１時と１４時に読み聞かせがあります。

e21
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☆８月お誕生日会☆
８月９日（火）よりひろばとお電話にて受付します

31

日時： ８月３１日（水）

１０：００～１２：００ (１０：３０スタート)

内容： みんなで８月生まれのお誕生日のお祝いをします。

8 月お誕生日会

スタッフの出し物や手遊び、絵本の読み聞かせもありますよ♪

午後 close
Gatu

お誕生日のお友達は「おたんじょうびフォトフレーム」を作りましょうね。
★予定は変更になる場合があります。午前 7 時の時

８月１０日（水） １０：３０～

点で、中予地方に警報(大雨、洪水、大雪、暴風、
暴風雪)が発令されている日は、お休みとさせていた
だきます。詳しくは HP でご確認いただけます。

世界のおもちゃであそぼう！
※詳しくはホームページをご覧ください。

※３１日（水）は午後からスタッフ会の為ぽけっとはお休みになります。
※８月生まれでないお友達も参加できます！

（フォトフレーム）

松山市北条児童センター

子育て支援情報（北条地区）
※変更になる場合もありますので、ご利用の際は各施設にご確認ください。
粟井保育園子育て支援センター

9：00～21：00

利用対象者

0 歳～18 歳までの児童及びその保護者

・粟井公民館

1 日(月)・22 日（月）

・粟井保育園園庭

3 日（水）

10：00～11：30

☆なつやすみスペシャル☆

8 日（月）

10：00～11：00／14：00～15：00

10 日(水)

10：00～10：50

19 日（金）

10：00～11：00

・河野公民館

9 日(火)

・北条コミセン

2 日（火）・23 日（火）

・浅海保育園

4 日(木)

☆ウォーターバトル 2022
8 日（月）

※幼児は保護者同伴

☆ハーバリウム風ちょきんばこ☆

☆ほうじょう de おんがくあそび☆

☆あおぞら広場☆10:00～11:30

☆親子ふれあい広場☆10:00～11:30

☆おひさまルーム☆

利用時間

8 月（小学校の長期休業中は毎日開館します。

☆赤ちゃんランド☆10:00～11:30

詳細はお電話にてお問い合わせください。

【問】992－9559

・粟井公民館 3 日（水）

人数に限りがありますので必ずご確認・予約をお願いします。

（月）～(金) 土日・祝日はお休み

あい幼稚園

☆ジュニアクラブ☆ 10：00～11：00(受付 9：30～10：00)

8 月のジュニアクラブ、園庭開放につきましては、ＨＰにて詳細をお知らせいたします。

保育園横の粟井公民館にあります。
電話での予約制でご利用いただけます。

【問】994－0212

保健センター北条分室
☆すくすく相談☆

23 日(火)

プール・水あそび

内容：身体計測、育児相談

持参物： 母子健康手帳、バスタオル(身体計測希望者)

☆モグモグ相談☆

【問】993－3430

☆ピッコロ☆ 10:00～11:00

聖カタリナ大学短期大学部附属幼稚園

月～金（祝日・休日を除く）10:00～12:00 13:00～15:00

対象： 0 歳～概ね 6 歳

個別に見学等の希望がある場合には園までお問い合わせください。

個別に見学等の希望がある場合には園までお問い合わせください。

【問】992－3229

3 日（水）・16（火） 10:00～12:00 13:00～15：00 要予約

対象： 0 歳～概ね 6 歳

内容：離乳食・幼児食相談

持参物：母子健康手帳

【問】993-0646

高縄幼稚園

☆こねこクラブ☆

9：45～11：00

8 月のこねこクラブはお休みです。

北条図書館

個別に見学等の希望がある場合は園までお問い合わせください。

☆子どもおはなし会☆

７日（日） 11:00～

☆よちよちららら☆

8 月はお休みです

【問】994－2066

２階 視聴覚室

対象：幼稚園から小学校低学年くらいのお子さんと保護者

詳細についてはお問い合わせください。

北条幼稚園

☆プレイトーク ぽっぽ☆

10：00～12：00

8 月のぽっぽはお休みです。

【問】993-2281

個別に見学等の希望がある場合には園までお問い合わせください。

【問】993－1154

もりもりキッズ
☆園児募集中☆ Ｈ３０年４月より松山市の認可保育園としてスタートしました！

慈童保育園

入園対象年齢:０･１･２歳児（生後６ヶ月～）･延長保育あり（１９時まで）･祝祭日保育あり
お気軽にお問い合わせください。

【問】994－3366

【問】993－1154

☆ふれあい集会☆ 詳細は直接お問い合わせください。
☆一時保育☆ 募集中です。時間 8:30～17:30 1 回につき 1500 円
※要申込

【問】992－0792

おやこ☆タイム
色彩あそび
～保育学科の牛島先生と色あそびをしよう～
絵の具を使った色あそびの方法を牛島先生に教えてもらいながら、大きな紙の上に自由に描いてみよう♪

日時 ：

9 月１６日（金）

10：30～ ３０～４０分程度

場所 ：

ぽけっとのお部屋

対象 ：

ぽけっと会員（ぽけっと初めての方もお越しいただけます）

定員 ：

５～６組

予約開始： ８月２２日（月）～ひろば・お電話にて（９：３０～）受付します。
※当日は絵の具を使います。汚れてもよい服装でお越しください。
聖カタリナ大学短期大学部保育学科

牛島光太郎先生ホームページ

http://www.ushijimakoutarou.com

