※イベント等の開催・時間は下記の各施設等一覧をご確認ください。会場の都合等により、開催日当日に中止になる場合があります。

東成区子育て支援施設・団体等のご案内
東成区子ども・子育てプラザ
東成区東中本 2-3-16

電話番号：06-6976-0300

乳幼児の親子や児童がつどい、楽しく遊べる交流の場です♪
親子で楽しめるイベントも開催しています！

行事はいずれも、新型コロナ感染症拡大防止対策を行って実施します。

要予約
無料

プレママ・プレパパ講座

～赤ちゃんを迎える準備をしませんか？～

https://www.oml.city.osaka.lg.jp

東成図書館
東成区大今里西３-２-１７ 電話番号：06-6972-0727

大阪市立図書館ホームページ
※「ぴーこっこのへや」は、前日の 17 時までに窓口か電話でお申し込みください。
(先着順)

【定例行事】

【パンジーおはなし会ジュニアによるおはなし会】

これから赤ちゃんを迎えるママ・パパを対象に、出産

開催日時：８月２１日(日) １4：００～15：3０

前後の心身の変化や気をつけることを学びます。

開催場所：東成図書館

沐浴やオムツ替えなどの疑似体験をします！

内容：東成区内の小・中学生ボランティアが、

多目的室

おはなしや絵本の読み聞かせをします。
定員：２０人(事前申込制・先着順)
・つどいの広場
0 歳～未就学児と保護者が楽しく遊び、交流できる場です。
・ひよこルーム
0 歳のお子さんと保護者がゆっくりと集えるお部屋です。
・こどもの家
小学生～高校生が宿題や読書をしたり、友だちと遊べる場です。
・大阪市「赤ちゃんの駅」
外出時、授乳・オムツ替えでお困りの時はご利用ください。
・大阪市ファミリー・サポート・センター事業
東成支部 06-6976-0395

申込：８月 5 日(金)１１：００から８月２０日(土)17：００
までに、図書館窓口か電話にて
出演：パンジーおはなし会ジュニアの皆さん
対

象：市内在住のママ・パパになる方
※受講時に概ね妊娠 6 ヶ月～8 か月の方
※お一人での参加もお待ちしています！

定

員：8 組（応募多数の場合は抽選）

申込先：東成区子ども・子育てプラザ

【図書館からのお知らせ 】
7 月 21 日から８月 31 日までの
月曜日は１７時まで開館します！
夏休みはぜひ図書館をご利用ください。

8月

9月

おはなしの会
毎週水曜日 15：30～16：00

３日・1０日・１７日
2４日・３１日

７日・1４日
２１日・2８日

おはなしの会
毎月第 4 土曜日 14：00～14：30

２７日

２４日

かみしばい
毎月第 1 土曜日 14：00～14：30

６日

３日

ぴーこっこのへや※
(乳幼児向けのおたのしみ会)
毎月第４木曜日 10：30～11：00

２５日

22 日

～自動車文庫巡回

日時・場所〈予定〉～

運休やサービスの停止をしている場合があります。
詳しくは自動車文庫までお尋ねください。 お問合せ：06-6539-3305

電話番号：06-6976-0300

ライフ＆シニアハウス緑橋駐車場
(東中本２-１)13：10～14：00

8 月２0 日(土)

9 月 17 日(土)

南深江公園
(深江南２-9)10：15～11：00

8 月２６日(金)

9 月 30 日(金)

電話または来館にて（月曜日・祝日休館）
東成区子ども・子育てプラザは、

７月２５日より利用方法が変更になりました！！
・利用時の事前予約は不要となります。
・遊べる時間が午前・午後の 2 部制になります。

↓プラザＨＰ

※詳しい内容につきましては、右の QR コードから
ＨＰをご覧いただくか、電話にてお問合せください！

東成子育て支援センター
東成区大今里西 2-8-4(東成区役所内２階) 電話番号：06-6974-5211

【

おひさまひろば

】

・ひろばの事前予約の必要はありません。気軽に遊びに来てください。
・概ね３歳未満の子どもと保護者が自由に楽しく遊べる交流の場です。
絵本の読み聞かせや、歌やふれあい遊びの時間などがあります。
・あかちゃんひろばは１歳未満の赤ちゃんと保護者の時間です。
・子育て相談（来館・電話にて）や子育てに関する様々な情報堤供、
また色々なイベントを行っています。ぜひ親子で遊びに来てくだ
さいね。

◎すくすくクラブ（１歳親子教室）９月 6・13・20 日（火）
・申込み受付開始 8 月１日（月）～17 日（水）
◎よちよちクラブ（０歳親子教室）10 月 4・11・18 日（火）
申込み受付開始 9 月１日（木）～16 日（金）
◎手作りクラブ 10 月２5 日（火）
申込み受付開始 9 月１日（木）～16 日（金）

日

時：8 月 27 日（土）10：00～12：00

場

所：東成区在宅サービスセンター

申込期間：8 月 9 日（火）～ 8 月 19 日（金）
日

時：9 月 18 日（日）10：00～12：00

場

所：東成区子ども・子育てプラザ

申込期間：9 月１日（木）～ 9 月１0 日（土）

各地域の子育てサークル
東成区では、各校下社会福祉協議会において主任児童
委員、民生委員が中心となり地域子育てサークルが実
施されています。
子育てサークルの実施状況については、各地域に連
絡して頂き確認をよろしくお願いします♪
みなさんに会える日を運営スタッフも心待ちにしてい
ます。
地域名

連絡先

地域名

連絡先

東小橋

06-6977-1901

東中本

06-6977-1907

大成

06-6977-1902

神路

06-6973-0136

今里

06-6977-1903

深江

06-6975-2929

中道

06-6977-1904

片江

06-6977-1910

北中道

06-6977-2150

宝栄

06-6977-1911

中本

06-6977-1906

子育てサークルの詳細はこちらから♪

詳しい情報は
こちらのＱＲを
ご覧くださいね

子どもといっしょに楽しんで！
東成図書館 おすすめの絵本

「だるまさんが」
かがくい ひろし作 ブロンズ新社
大阪市立図書館 書誌 ID：００１２１０７０５９
だるまさんが、「どてっ」と倒れたり、「びろーん」と伸びた
り。だるまさんの動きにあわせて、一緒に体を動かしてみると
楽しいですよ！
第８回 One Book One OSAKA
（みんなでえらぶ大阪の１さつのえほん）に選ばれました！！

深江橋みらいひろば
東成区深江北 1-3-29 TAT ロイヤルハイツ 301 号室 F
電話番号：06-4306-4466

親子の交流♡子育て情報♡子育て相談♡各種講習会開催
〜素敵なご縁と笑顔が拡がる地域のつどいのひろ場〜
〇開館日：平日（月 1 回・水曜日休み）
月 1 回・土曜日（ファミリーデー）
※8 月 12 日～8 月 15 日はお休みです。

〇開館時間を 8 月より変更します♪
7 月 31 日まで：10:00～11:30 / 13:00～14:30
8 月 1 日から：10:00～12:00 / 12:30～14:30
※現在コロナ感染対策のため、利用定員数があります。
ご来館前に利用状況をご確認の上、お越しください。

3 か月児健診の対象となる親子に絵本をお渡しし、
絵本についてのお話と読み聞かせをおこなっています。
お近くの子育て支援施設までご連絡ください。
実施場所

スタッフ一同、皆様とお会いできるのを楽しみにお待ちしています。

8月

9月

時間

5日（金）

2日（金）

1 部 10：30～

20日（土）

17日（土）

2 部 11：15～

10日（水）

14日（水）

東成区子ども・子育てプラザ
1 部 13：30～
東成子育て支援センター

2 部 14：10～
新深江みらいひろば

9日（火）

13日（火）

10：30～

深江橋みらいひろば

5日（金）

9日（金）

10：30～

新深江みらいひろば
東成区大今里南 4-8-9

電話番号：06-4306-4652

乳幼児が親子で楽しく遊べる集いの広場です。
保護者同士の交流や子育ての相談もできます。
◇開館日：月～金曜日・パパ ikuDay 第 4 土曜日
◇時 間：10：00～15：00（午前・午後の 2 部制）
※8 月 12 日～8 月 15 日はお休みです。
・親子製作…親子で楽しめる簡単な工作！（無料・要予約）
・おはなし列車…年齢にあった絵本の読み聞かせ。
ふれあい遊びなど親子で楽しめます。
・看護師講座…みらい保育園の看護師による、乳幼児の病気とケガの
お話
・英語で遊ぼう…ジェット先生と遊ぼう！（乳児可）

ビル 3 階この看板が目印です。
毎月のイベントや開館時間
は、こちらのホームページ
よりご確認いただけます

詳細はこちらから↓

ブックスタート！

親子製作
おはなし列車
看護師講座
英語で遊ぼう

８月
3 日（水）
23 日（火）
25 日（木）

９月
2１日（水）
7 日（水）
29 日（木）

時間
午前・午後
午前
午前
午前

☆ひろばの遊び、イベントの予約は前月の１５日から受付します。
☆イベントや開館時間の詳細は深江橋みらいひろばのＱＲコード
からご確認いただけます。

＜東成区子育て支援情報紙＞

区内保育所（園）、認定こども園、小規模保育事業、幼稚園一覧
施設名

電話番号

地域交流【地】・見学【見】

施設名

電話番号

地域交流【地】・見学【見】

東小橋保育所

06-6971-3970

毎月１回開催

アイアイルーム

06-6976-1123

毎月第 2 月曜日

東中本保育所

06-6981-0208

毎月第３木曜日

東中本みらい保育園

06-6785-7196

随時

大成保育所

06-6971-1559

【地】第３月曜日
【見】毎週水曜日

新深江ピース保育園

06-6224-4616

随時

中本保育園

06-6971-6195

【地】毎月第２水曜日
【見】要相談

今里ピース保育園

06-4306-4616

随時

エンジェルキッズ森ノ宮園

06-6720-8444

随時

ふかえサンサン保育園

06-６９７１-９１66

月２回開催

公

小

立

北中本保育園

06-6971-3722

2022 年 8 月・９月
発 行 元

規
模
保
育

毎月１回開催

第 8７号

※地域交流・見学は
事前予約制です。

編集委員

東成区で出会って地域につながって安心♡笑顔で子育てしよう！
～うちの子も、よその子も、みんな大切な東成の宝～

事
今里保育園

06-6976-7653

随時

東成山水学園

06-6974-7377

【地】第４土曜日
【見】随時

キッズベアー緑橋

06-7507-2770

随時

私

小市保育園

06-6971-0423

随時

今里幼稚園

06-6971-8317

お問合せください

立

つみき保育園

06-6976-0350

月 1 回開催

公

東小橋幼稚園

06-6971-８３４２

お問合せください

明の守たまつ保育園

06-6977-5100

毎週火曜日

立

北中道幼稚園

06-６９７２-１９５６

お問合せください

キッズファースト保育園

06-6972-1151

【地】不定期開催
【見】随時

東中本幼稚園

06-6976-4466

お問合せください

AIAI NURSERY 新深江

06-6975-8222

随時

私

聖美幼稚園

06-6981-8438

お問合せください

東成かいせい保育園

06-4308-4450

要相談

立

熊野幼稚園

06-6971-0381

お問合せください

認定こども園 深江幼稚園

06-6971-9166

【地】毎月２回開催

東成区役所からのお知らせ

業

※行事等により日程が変更になる場合があります。

～保育園（所）・幼稚園・認定こども園等情報展～
ポスター・パンフレットのほか各園の施設情報一覧も配布します
園の情報を集められる年に一度の機会をお見逃しなく！

健診等

９：００～１７：３０ （最終受付１７：００）

～支援室だより～
子育てのいろいろな困り事を

９月

開催・(受付)時間

２０日(火)

14:00～15:30

１６日(火)

２０日(火)

(13:30～14:00)

１６日(火)

２０日(火)

14:00～15:３0

１７日(水)

２１日(水)

10:00～11:30

「どうしたらいい？」「どこに相談しよう？」など

※離乳食講習会

５日(金)

９日(金)

13:30～15:00

をいっしょに考えます。

◎3 か月児健康診査

４日(木)

１日(木)

(1２:４５～14:00)

◎1 歳６か月児健康診査

１８日(木)

１５日(木)

(13:０0～14:15)

◎3 歳児健康診査

２５日(木)

２２日(木)

(1２:５0～14:15)

※発達相談

１２日(金)

９日(金)

(10:00～10:30)

※
マタニティ
スクール

育児編

８月
９日(火)

歯と栄養編

１６日(火)

出産編

23 日（火）

妊婦歯科健診
※わくわくの集い
(約２か月のお子さん対象)

※にこにこ広場
(6 か月のお子さん対象)

※4・5 歳児発達相談

４日(木)

予防接種 BCG

４日(木)

【場所】

東成区役所 1 階 ふれ愛パンジー

ご相談ください

【内容】

子育て支援室には家庭児童相談員・保育士・
保健師などのスタッフがいます。

８日(木)

(14:00～14:45)

お問合せ：保健福祉課 06-6977-9882

・区内保育施設のポスター掲示

保護者の方や１８歳までのお子さんの「困った」

・保育施設・児童発達支援事業所
等のパンフレット配布

あなたの子育ての話を
聞かせてくれませんか？
相談日時

午 前 中

◎・・対象のお子さんに健康診査の案内を送付します。
※・・予約制

8 月 3 日（水） ～ 9 日（火） （土・日除く）

06-6977-9882、子育て支援室 06-6977-9157

～健診等の日程～会場：保健福祉センター分館(東成区大今里西 1-19-29)

月曜日～金曜日（祝日除く）
9 時から 17 時 30 分

予約・お問合せ

区役所 2 階 23 番窓口

電話番号

06-6977-9157

９月開催予定！保育施設説明会と申込書書き方講座

来年 4 月の保育所入所を考えている方は要チェック！
詳しくは「ひがしなりだより 8 月号」をご覧ください。

【編集後記】東成区役所 子育て支援室
日に日に日差しは強くなり、お出かけや外遊びも「どうしよう⁈」と考えてしまう今日この頃ですね。そんな猛暑
の中ですが、来年度の入園を考えている方には 8 月に開催される「ひがしなりっ子 すくすく・つながるフェア」に
是非とも足を運んでいただきたいと思っています！ふれあい子育てねっとの紙面に関して、お気づきになった点や分
かりにくい点等がございましたら、発行元(東成区社会福祉協議会)までご連絡をお願いいたします。

お問合せ：

保健福祉課

こども福祉

東成区社会福祉協議会

東成区役所 保健福祉課
東成図書館
東成子育て支援センター
東成区子ども・子育てプラザ
深江橋・新深江みらいひろば

ひがしなりっ子 すくすく・つながるフェア

【日時】
電話番号：健診等

社会福祉法人
大阪市東成区社会福祉協議会
住所 大今里南３-１１-２
電話 06-6977-7031

06-6977-9156

ホームページ

