※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

乳幼児と保護者や児童が、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。

プレママ・プレパパ講座

無料

～赤ちゃんを迎える準備をしませんか？～
初めての赤ちゃんを迎えるママ・パパを対象に、出産前
後の心身の変化や気をつけることを学びます。
沐浴やオムツ替えなどの疑似体験をします！

・つどいの広場 （要予約）
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 （要予約）
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 （要予約）
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

象：市内在住のはじめてママ・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
☎06-6976-0300

大阪市立図書館ホームページ

東成区大今里西３-２-１７ 電話番号：06-6972-0727

【おはなしびっくり箱】
開催日時：８月７日(日) 1 回目 14：00～
2 回目 14：45～
開催場所：東成図書館 多目的室
内容：絵本の読み聞かせやおはなしなどをします。
定員：各回２０人(事前申込制・先着順)
申込：７月 15 日(金)11：00～８月６日(土)17：00
までに図書館窓口か電話にて
出演：絵本の会東成の皆さん

～自動車文庫巡回
対

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

東成図書館

要予約

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

※行事はいずれも前日の 17：00 までに図書館窓口または、電話でお申し込みください。

【定例行事】
おはなしの会
毎週水曜日
15：30～16：00
おはなしの会
毎月第 4 土曜日
14：00～14：30
かみしばい
毎月第 1 土曜日
14：00～14：30
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

ライフ＆シニアハウス緑橋駐車場
(東中本２-１)13：10～14：00

6 月 1８日(土)

7 月 16 日(土)

南深江公園
(深江南２-9)10：15～11：00

6 月 2４日(金)

7 月 22 日(金)

【

6月
６月 1 日・8 日
・15 日・29 日
(※22 日は休館のためお休み)

7月
7 月 6 日・13 日
・20 日・27 日

6 月は休館のためお休み

7 月 23 日

6月4日

7月2日

6 月は休館のためお休み

7 月 28 日

蔵書点検休館のお知らせ

】

6 月 22 日(水)～６月 27 日(月)まで、本の点検などのためお休み
します。返却ポストは通常通りご利用いただけます。ご不便をお
かけしますが、ご理解・ご協力をお願いいたします。

電話または来館にて（月曜日・祝日休館）
【身体測定】

ひよこルーム 毎週火曜日
つどいの広場

【誕生日会】

↓詳細はこちらから

毎月第 2 金曜日

6 月生まれ 6 月 24 日（金）
7 月生まれ

日

時：6 月 25 日（土）10：00～12：00

場

所：東成区在宅サービスセンター

東成図書館
「がたん

※状況により、日程変更や中止になることがあります。

日

時：7 月 17 日（日）10：00～12：00

※詳しい利用方法や講座・イベントの内容・申込みについて

場

所：東成区子ども・子育てプラザ

はＨＰをご覧いただくか、プラザにお問合せください！

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】
（要予約）
・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。
・１歳未満の赤ちゃんだけが利用できる時間帯もあります。
・子育て相談（来館・電話にて）や子育てに関する様々な情
報提供を行ったり、色々なイベントも行っています。
ぜひ親子で遊びに来てくださいね。
・おたのしみ会（七夕飾り作り）
・のびのびクラブ（２，３歳親子教室）
・看護師講座

７月 ５日（火）
７月１２日（火）
７月２６日（火）

・７月の講座

６月

１日（水）～

・手作りクラブ
・わくわく絵本講座

８月２３日（火）
８月３０日（火）

・８月の講座

７月

申込み受付開始

詳しい情報は
こちらのＱＲを
ご覧くださいね

１日（金）～

ごとん がたん ごとん」
安西水丸作

大阪市立図書館

福音館書店

書誌 ID：0000226097

申込期間：7 月１日（金）～ 7 月 9 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。
現在は〈中本・今里・大成〉が活動を再開しており
６月から〈北中道・東中本〉が再開の予定です。
子育てサークルは地域ごとに判断し、実施していきますの
で、地域の掲示板等で確認のうえご参加ください。
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♪

※開催等については、上記の連絡先までお問い合わせください♪

ブックスタート！

おすすめの絵本

申込期間：6 月 7 日（火）～ 6 月 17 日（金）

7 月 29 日（金）

申込み受付開始

子どもといっしょに楽しんで！

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

東成子育て支援センター

6月
6 日（金）
21 日（土）
8 日（水）

7月
1 日（金）
16 日（土）
13 日（水）

新深江みらいひろば

14 日（火）

12 日（火）

深江橋みらいひろば

10 日（金）

8 日（金）

東成区子ども・子育てプラザ
小さな汽車に、「のせてくださーい」とスプーンや
りんごなど、いろいろなものがのりこんできます。
読み聞かせをすることで、繰り返される「がたんごとん」のリズム
が耳に心地よく響いて、大人も子どもも一緒に楽しめます。

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

親子での交流や子育ての話もできる
出会いのひろばです
〇深江橋みらいひろばは、親子での交流や子育ての
話もできる出会いのひろばです。
〇お子様の発達・ことばかけの相談、保活等の育児
に関する相談、保護者様のメンタルヘルスに関す
る相談も可能です。
……お気軽にお越しください。

♢開館日：月～金曜日・第 2 土曜日
♢時 間：午前 10：00～11：30
午後 13：00～14：30
☆ご注意 入口及びエレベーターが分かりにくい
ため、初めてお越しの際はお電話を
ください。

時間
1 部 10：30～
2 部 11：15～
13：30～
1 部 10：30～
2 部 11：10～
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
自由に遊べる集いの場です
〇子どもの遊びを見守りながら、保護者の交流や
子育ての情報交換ができます。
♢開館日：月～金曜日・第 4 土曜日
♢時 間：10：00～15：00（午前・午後の 2 部制）
・毎月イベント…おはなし列車、親子製作、
身体測定、ブックスタート
・季節イベント…クリスマス会、お誕生日会、
アロマでリラックス等
☆利用方法やイベントの詳細等については
新深江みらいひろばまで
お問合せください。

＜東成区子育て支援情報紙＞

第 86 号
2022 年 6 月・7 月

※地域交流・見学は
事前予約制です。

区内の保育所（園）・認定こども園小規模保育園・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・見学

公

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

立

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

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

保

今里ピース保育園

06-4306-4616

随時

北中本保育園

06-6971-3722

毎月１回開催

育

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

06-６９７１-９１33

月２回開催

キッズベアー緑橋

06-7507-2770

随時

発 行 元

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

東成区社会福祉協議会

ホームページ

小

大成保育所

今里保育園

模

事

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～

06-6976-7653

随時

東成山水学園

06-6974-7377

【地】第４土曜日
【見】随時

小市保育園

06-6971-0423

随時

今里幼稚園

06-6971-8317

お問い合わせください

つみき保育園

06-6976-0350

月 1 回開催

東小橋幼稚園

06-6971-８３４２

お問い合わせください

北中道幼稚園

06-６９７２-１９５６

お問い合わせください

東中本幼稚園

06-6976-4466

お問い合わせください

私

立

編集委員

規

明の守たまつ保育園

業

公

06-6977-5100

毎週火曜日

キッズファースト保育園

06-6972-1151

【地】不定期開催
【見】随時

AIAI NURSERY 新深江

06-6975-8222

随時

私

聖美幼稚園

06-6981-8438

お問い合わせください

東成かいせい保育園

06-4308-4450

要相談

立

熊野幼稚園

06-6971-0381

お問い合わせください

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 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
新深江みらいひろば

子育て応援！おでかけスポット♪

新深江みらいひろば

に遊びに行こう!

新型コロナ感染のために外出もままならない事態が続いています。
小さいお子さんと二人きりで、遊ぶのに行き詰まってしまったとき、気軽にひろばに遊びに来てください。

立

※行事等により日程が変更になる場合があります。

乳幼児が親子で、楽しく自由に遊べるひろばです。
子どもの遊びを見守りながら、保護者の交流や子育

東成区役所からのお知らせ

電話番号：健診等

ての情報交換ができます。経験豊かなスタッフによ

06-6977-9882、子育て支援室 06-6977-9157

る、育児やいろいろな悩み事の相談も行っています。

～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)
健診等
※
マタニティ
スクール

６月
育児編

１４日(火)

歯と栄養編

２１日(火)

７月

１９日(火)

開催・(受付)時間

14:00～15:30

毎月のイベント

利用者支援専門員が
ご相談を承ります

・親子製作・おはなし列車・お誕生日会

・保育所の申込みってどうするの？

出産編

妊婦歯科健診

～支援室だより～

２１日(火)

１９日(火)

(13:30～14:00)

・幼稚園と保育所のちがいを知りたい

２１日(火)

１９日(火)

14:00～15:０0

・認定こども園って幼稚園？保育所？

１５日(水)

２０日(水)

10:00～11:30

※離乳食講習会

１０日(金)

８日(金)

13:30～15:00

◎3 か月児健康診査

２日(木)

７日(木)

(13:00～14:00)

◎1 歳６か月児健康診査

１６日(木)

２１日(木)

(13:30～14:15)

◎3 歳児健康診査

２３日(木)

２８日(木)

(13:30～14:15)

※発達相談

１０日(金)

８日(金)

(10:00～10:30)

※4・5 歳児発達相談

２日(木)

予防接種 BCG

９日(木)

※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)

・少しのあいだ子どもを預かってほしい

(14:00～14:45)

◎・・対象のお子さんに健康診査の案内を送付します。
※・・予約制

・身体測定・季節ごとのイベント
・ブックスタート事業

・企業主導型保育園ってなに？
など・・

気軽にお問い合わせください♪
相談日時

月曜日～金曜日（祝日除く）
10 時から 16 時（予約優先）

午 前 中
１４日(木)

大阪メトロ「新深江」駅
2 号出口から南へ 3 筋目
を右折。
青い自販機の奥です。

予約・問合せ
電話番号

区役所 2 階 23 番窓口

クリスマス会

親子製作

06-6977-9156

問合せ：保健福祉課 6977-9882

【編集後記】みらいひろば
コロナ禍で生活様式が変わっても、日々の営みはとぎれることはありませんね。親子で集えるひろばも４か所に増
えました。ぜひ地域のひろばに気軽に出かけてみてください。「ふれあい子育てねっと」の紙面に関して、お気づきに
なった点がございましたら、発行元（東成区社会福祉協議会）まで連絡をお願いいたします。

いろいろな知育玩具があります♪

おむつ交換台や授乳コーナーがあります

