子どもと一緒 に

楽しめるイベント情報！

キラキラだより

※ママ単身でも OK ！

2018年

10

月

やってきました芸術の秋、食欲の秋～！！今月は親子でハロウィン気分を楽しめるパン作りのイベン
トがありますよ～要チェック☆おやこひろばでは大人気のベビーサインが体験できちゃうよ～♪

Oct.

★今月のおすすめイベント★
12 日

イベント予約コード
全ての予 約リストはこちらから！
エントリーお待ちしています♪

29 日

(金)

(月)

http://goo.gl/cfb00e

今月のキラ枚さん
枚方でキラキラ輝いている人や団体をご紹介☆
今月はこのお方で～す！！

産前産後・子育て訪問サポート「つなぐ」
保育付きママの学び舎cafe「ママなび舎」
助産院 勤務看護師
キッズも一緒にこねこね〜♪

きらきらおやこひろば

予約は
はじめてのおうちぱん作り

参加費：無料

10 月 29 日（月）１0:30 ～ 12:30
in カルヴェール香里ヶ丘（香里ケ丘 9 丁目 6-2）

in 三井生命セミナールーム（宮村第三ビル 6 階）

お出かけを楽しみ始めたベビー＆ママが気軽におしゃべりできる
ひろば♪音楽に合わせたふれあい遊びや絵本の読み聞かせの他、
バースデータイムも♡
今回はベビーサイン体験会も実施！ベビーサインとは、まだ言葉
をうまく話せない赤ちゃんと、手話やジェスチャーを使ってコミ
ュニケーションをする育児法。ベビーサインをすると育児がとーっ
ても楽しくなりますよ♪
普段は予約不要ですが、今回は予約してくれた方先着 10 名様に
お土産付き☆
子どもをたっぷり遊ばせに、子育て情報の交換に、そしてママのリ
フレッシュに！ふら～っと遊びにきてみてね～♪♪

予約 URL

https://goo.gl/g1auEe

小さなお子様も一緒に楽しめる「おうちぱん」を作りましょう。
なんと！！オーブンではなく、オーブントースターを使って簡単に
焼くことのできるパンです！10 月はお写真の通りハロウィンのお
ばけナン☆お子様の喜ぶ顔が目に浮かびますね！
今回は、枚ママ × おうちぱんの第１回を記念して、参加費はふだ
んの半額 500 円！！( 枚ママママ応援価格☆) しかも会場は、ミ
ハマホームのお洒落なモデルルームとなります。。これからお家探
しをされる方もいい機会となるかも？！居心地いい空間で、焼き
たての試食もあり♪
親子でハロウィンの思い出にぜひ参加してね～♪

予約 URL

キラキラ枚方ママ 定期イベント
ママだけ・
こどもだけの
受講可能！

こちらから！

参加費：￥500

毎月第 2 金曜日１0:00 ～ 12:00

キラキラ枚方ママでは、毎週や毎月定期的に開催するイベントがあります。毎回顔を合わせるママやベビー
達がいるので、友達づくりや情報交換もしやすいですよ♪顔なじみが増えたらあなたも枚マママスター！！

25 日
(木)

親子でわくわくハンドメイド in 枚方 T-site

10 月は
10/12,19 の
2 回開催！
毎週金曜日１6:00 ～ 17:00
in 伊 加賀スポーツセンター 体育室 2

楽しくてカッコいいストリートダンスを親子でマ
スター☆ママ向けのステップも毎回教えてくれる
ので、親子とも向上心を持ってチャレンジできま
す♪10月からは金曜日に変更、親子一緒に1回
500円で気軽にダンスが楽しめますよ～♡

残席
あり

(木)

(日)

参加費：￥500

レギュラー枠

11 日

(土)

28 日

ストリートダンス

女性のライフステージ転換期である産前産後・子育て期を、
新しい人間関係や家族との関わり、地域の人々との出会いを
作っていく大事な「はじまり」の時期として捉え、枚方で安
心して子育てができるようお手伝いしていきたいと思っていま
す。
つなぐ FB https://www.facebook.com/sanzensango
.tsunagu/
つなぐ BLOG https://kubo-sanchi.muragon.com/
ママなび舎 HP http://shokuiku-station.com/mamanavi/

https://goo.gl/mkzSK6

27 日

ベビー
同伴可

miho 先生と親子ではじめる

久保 さおり さん

ハロウィングッズづくり

しのぶ先生の親子ヨガ

Let's bodymind training!
参加費：￥1,000

参加費：￥200 ～

10 月 27・28 日１3:00 ～ 16:00

in 枚方 T-site 5 階 保険見直し本舗横

ハロウィングッズやおもちゃを作ってみません
か！？色やパーツを選んで気軽に取り組んでいた
だけるよう、心を込めて用意してお待ちしてます
♪

10 月 11 日（木）１0:30 ～ 12:00
in さだ生涯学習センター プレイルーム

https://goo.gl/RwizKn

予約：27 日

https://goo.gl/QPSdjd

レギュラー

https://goo.gl/C6UdJG

予約：19 日

https://goo.gl/PYzbp1

予約：28 日

https://goo.gl/55UU5R

予約：11 日

https://goo.gl/NGx9ey

ベビー・キッズと一緒にいろんなことに挑戦したいママが集まる子育てコミュニティです。
活動場所は京阪電車の光善寺駅～樟葉駅の各地で開催しています。
枚方市で開催される子育てイベントにも出張参加しています。
何かを作ったり、体を動かしたりしながら、みんなで元気チャージしましょう！
枚方にお住まいの方でなくてもご参加いただけます☆彡
マタニティママや、お子様をほかの場所にお預け中のママの参加も大歓迎ですよ☆

hiramama

10 月 25 日（木）１0:30 ～ 12:00
in さだ生涯学習センター プレイルーム

枚ママでは毎月第二・四木曜日に親子ヨガを行っています♪とってもパワフルなしのぶ先生に会うだけで
も元気になること間違いなし (≧▽≦) 運動に自信がないという方でも大丈夫◎お子様と一緒に参加しても
らえます！！マタニティさんのご参加も大歓迎♪安定期に入った方はお医者さんに運動の許可をもらってき
てくださいね◎単発のスポットさんにはジョイントマットの貸し出しもあり☆

予約：12 日

https://hiramama.com/

ジョイントマット
無料貸出

hiramama2013

@sja6014l

予約：25 日

協

https://goo.gl/pMbYqz

賛

kirakira.hiramama@gmail.com

キラキラ枚方ママ ものづくり部
24 日

キラキラ枚方ママでは、様々なジャンルのものづくり講座を開催しています。講師も小さい子どもを育てる
現役ママ達！ベビーを遊ばせながら、ハンドメイドに没頭する時間を共有しませんか～ (*^^*)

24 日

(水)

24 日

(水)

30 日

30 日

Treetop Kozu の紙バンドくらぶ

ソーイング教室「きなり」

(火)

(火)

ワンハンドルバスケット

(水)

30 日

30 日

瑞華のものづくり講座

裂き織り・裂き編み教室「みつまり」

(火)

ミシンの貸出
付き♪

(火)

アロマワックスサシェ

通園グッズ＆抱っこ紐作り

参加費￥1,600

24 日

(水)

参加費￥1,600 ～

裂き編みのどんぐり帽子

参加費￥1,500

参加費￥2,000（材料費別）

10 月 24 日（水）10:00 ～１2:00

10 月 24 日（水）9:45 ～１2:15

10 月 24 日（水）10:00 ～１2:00

10 月 24 日（水）9:45 ～１2:15

10 月 30 日（火）10:00 ～１2:00

10 月 30 日（火）9:45 ～１2:15

10 月 30 日（火）10:00 ～１2:00

10 月 30 日（火）9:45 ～１2:15

in 枚方公園青少年センター 第 1 集会室

in 枚方公園青少年センター 第 1 集会室

in 楠葉生涯学習市民センター 第 3 集会室

おもちゃやオムツ、お着替え、タオルなどを入
れるのに便利な大きいかごを一緒に手作りして
みませんか。色はピンクとブルー、無地から選
べます。
大きさの目安は 取っ手部分をのぞいて縦約 28
㎝ × 横 32 ㎝ × 高さ 15 ㎝となります。

in 枚方公園青少年センター 第 1 集会室

in 楠葉生涯学習市民センター 第 3 集会室

in 枚方公園青少年センター 第 1 集会室

in 楠葉生涯学習市民センター 第 3 集会室

火を灯さなくてもアロマが薫る？！アロマワック
スサシェを 2 個お作り頂けます。小さなお子さま
、ペットがいても安心♡お好きなお花も飾れるの
で、インテリアとしても good ～ (*^^*)
作成の際には、高温になったロウを使用しますの
で、お子さま連れの方は十分にご注意ください。

スタイ・抱っこ紐のよだれパッド・子ども服を作っ
てみたいと思ったことはありませんか？ギャザー
スカートが作れるとママとキッズのリンクコーデ
もできちゃいます☆(o^^o)
そ の 他 講 座 日 程・作 品 例・お 問 い 合 わ せ は
LINE にて☆ 検索してみてね！『@dil9437o』

in 楠葉生涯学習市民センター 第 3 集会室

秋コーデに大活躍のどんぐり帽を編みましょう
☆ご希望に合わせて編み図を作成するので、と
んがり具合も自由に調整できます♪編み図の読
み方などもレクチャーしますよ☆裂き編みはも
ちろん、普通の毛糸で編みたい、ベレー帽をつく
りたい、などのご要望にもお応えします！

予約 :24 日

https://goo.gl/J7ZLrg

予約 :24 日

https://goo.gl/DEzMmD

予約 :24 日

https://goo.gl/fBrE3m

予約 :24 日

https://goo.gl/J1BhCv

予約 :30 日

https://goo.gl/y4kGWt

予約 :30 日

https://goo.gl/xdi3tq

予約 :30 日

https://goo.gl/Lcs4d9

予約 :30 日

https://goo.gl/Xvdfhp

キラヒラマルシェは、枚方を中心に活動するママクリエーター集団です。現在 11 作家で活動しています。
作品のこと、私達のこと、興味がある方はお気軽にお問合せくださいね☆ kirahira.marche2015@gmail.com

Kira Hira Marché

出店スケジュール 情報

10 月はお休みです（11 月は続々出店予定♡）
ステージイベントを担当！
9月の五六市とんとんとんでは、ステージイ
ベントを担当させていただきました！kozu
ちゃんによる音楽に合わせたふれあい手遊
びや、perryちゃんによる絵本の読み聞か
せなど、たくさんの親子に楽しんでいただ
きましたよ～☆
毎月いろんな団体が読み聞かせやペープサ
ートなどで楽しませてくれる、子育てネット
ワーク主催のおやこのひろば、授乳やおむ
つ替え、飲食もOKなので、気軽に休憩しに
っ来てね♪(10月はお休みです)

作家の日々のこと
紙バンド雑貨Treetopのふじいこずえです♪自宅教室から始めた
紙バンド講座。その頃ハイハイだった我が娘はもうすぐ5歳！最近
では五六市などの当日だけでなく、試作づくり〜写真撮影のモデ
ルやアシスタント業など、いろいろとお手伝いしてくれます。
10月にT-SITEさんで行う"ハロウィンブローガン(吹き矢)"の撮影、
実は納得いくまで結構なカット数の撮り直しをしました。5歳の肺
活量でも、ほんまにピョンと飛び出ますっ！ それをどう表すか！
母娘でありながら、気の合う友達みたいにカメラモニターをおでこ
突き合わせ何回も確認し試行錯誤。お付き合いご苦労様でした♪

☆イベントスケジュール☆
月

火

水

木

1

2

3

4

8

9

10

11

15

16

17

18

22

23

24 枚ママ

もの作り講座
in 枚方公園

29 はじめての 30 枚ママ
おうちパン作り

もの作り講座

金
5

しのぶ先生の

親子ヨガ

12

キラキラ
おやこひろば
おやこスト
リートダンス

19 おやこ

ストリート
ダンス

25 しのぶ先生の 26

土
6

7

13

14

20

21

…定期イベント
…特別イベント
…参加イベント
…連続イベント

※連続は初回のみ予約受付

27

親子ヨガ

日

親子でわくわく

28 親子でわくわく

in 枚方 T-site

in 枚方 T-site

ハンドメイド

ハンドメイド

31

in 樟葉

＊編集後記＊ 「枚ママを卒業いたしました！」
枚ママのハロウィンパーティ２０１８、終わってしまいましたねー＞＜。ブログをせっ
せと更新していたのですが、皆さんチェックしていただけましたか？今年もたくさ
んの団体さんや個人の方にご協力いただいて開催しています、是非想いを見てみ
てください♪
さて個人的な話になるのですが、ワタクシともちゃんは今回のハロウィンパーティ
２０１８をもちまして、枚ママを卒業させていただきました！なんだかんだで駆け
抜けた４年間、楽しいこといっぱいで、幸せな繋がりもたくさんいただき
ました。本当にありがとうございます！少しでも皆さんの楽しく明るい子
育てに繋げられたらなと思っています。これからは運営には突っ込まず、
サポーターとしてご協力させてくださいね。
キラキラ枚方ママ ともちゃん

メルマガ・LINE＠会員募集中！

キラキラ枚方ママからイベント情報や子育て情報など
日々役立つ情報をお伝えしています！
メルマガ登録

https://
hiramama.com/

枚ママサポーター
☆募集中☆
主なお願い内容は、
進行サポート・事務作業・
アンケート回答など。
お申し込みは下記 URL まで。

LINE@ 登録

@sja6014l
LINE にて友達 ID 検索してね☆

※イベント参加いただいた方は自動でメールマガジンに登録されます。
ご不要の方はお手数ですが解除をお願いいたします。

http://goo.gl/forms/T8SBF6HP2k

