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平成３０年６月１５日 第１３８号 

自由参加の行事 ※参加費は無料です 

*当プラザに登録済みの大阪市内在住の乳幼児とその保護者が対象です。 

*５階軽運動室での行事開催時は『つどいの広場』のお片付けが早くなり、参加者多数の場合は安全を考慮して 

 人数を制限をさせていただく事があります。 

《親子リトミック体操》 

親子でリトミック体操を楽しんで頂きます。年齢に関係なくご参加していただけますので、 

親子でリズムに合わせて身体を動かしてみましょう。  

《プラザでお誕生会》 
①お誕生カードをプレゼントします。プラザのスタッフとみんなでお祝いしましょう! 

「つどいの広場」には”この日”だけの遊具やおもちゃ、絵本などが登場します。 

今月はどんなサプライズがあるのかお楽しみに～！！ ※お誕生月以外のお子さんも自由に参加できます。 

②お誕生カードの申し込みは、お誕生月の前の月に来館のみ受付します。 申し込み時に、お子様の顔写真を 

  お撮りします。（プレゼント用）  但し、受付は前月末日で締め切りとさせていただきます。 

《七夕飾り》 
当プラザ４階に、大きな笹が出現！！ 短冊に願い事を書いたり、きれいな笹飾りを 作って 

笹に結びましょう。   星に願いが届きますように！！   

   ・期  間   ７月１日（日）～７日（土） 午前９時３０分～午後５時   

                                                                                                      （但し７/２（月）は休館日） 

              ＊この時間の間なら、いつでも笹飾りを描いて笹に結べます。 

旭区子ども・子育てプラザ 

７月のつどいの広場行事予定           



《身体測定 》 お子さんの身長と体重を測って頂けます。測定時は、職員がお手伝いしますので、 

お気軽にご利用ください。 

 

事前申込みの行事 
*事前にお申込みいただいた方のみご参加いただけます。 

*代理申込みは出来ません。 

赤ちゃんと保護者が絵本を通じて楽しい時間を分かち合えるように絵本をお渡しして、 

絵本についてのお話と読み聞かせをしています。 

《ブックスタート》 

 日   時   ７月２１日（土） 午前１０時３０分～１１時頃 

 対   象   引換券（３ヶ月検診のご案内に同封）をお持ちの乳児 

 定   員   １５組 

 持 ち 物    ・引換券（紛失された場合はその旨お申し出ください）  ・バスタオル 

 申込方法   随時、当プラザで受付していますので、電話又は窓口にてご予約をお願いします。 

             

《似顔絵を描いてもらおう》 

 日   時   ７月３１日（火） 午前１０時～正午        ・対   象   プラザに登録済みの乳幼児 

 定   員   ８名 ※１家族子ども１名 （公開抽選）     ・費   用   無料 

 申込期間   ７月３日（火）～７月１１日（水）               ・申込場所   当プラザ４階窓口 

 受付時間    *来館の方は ９：３０～１７：００   *電話の方は １０：００～１７：００ 

 抽選日時   ７月１２日(木） 正午（公開抽選）  

               ☆「つどいの広場」のいつもの体操終了後に５階軽運動室で公開抽選 

お子さんの似顔絵をプロの方に１０分～１５分で描いてもらいます。 

成長の記録にいかがですか～ 

《絵本の貸し出し》 

対   象   プラザに登録済みの乳幼児とその保護者 

期   間   おおむね１週間 

          （１週間の延長ができますが、希望者多数の場合は、できない場合もあります） 

費   用   無料 

ご希望の方は、窓口でお申し込みください。 

紙芝居も貸し出ししています。お気軽にご利用下さい。 

   ダイニングサロンがご利用いただけます 

 

   火曜日から土曜日 12：00～14：００まで 

   ４階ダイニングサロンでお食事ができます。 

 「つどいの広場」が終わったら、お子様と一緒に 

   みんなでランチタイムはいかがでしょうか？ 
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自由遊びの日です 

自由参加の行事 当プラザに登録済みの大阪市内在住の小学生が対象。当日来館して参加できます。 

参加費は無料です。 

  

《プラバン工作》 プラスチックの板に自分の好きな絵を描いて、オリジナルキーホルダーを作ろう！ 

アニメのキャラクターや可愛いキャラクターなど、たくさんのイラストがあります。 

事前申込みの行事 
当プラザに登録済みの大阪市内在住の小学生が対象です。 

事前にお申し込みいただいた方のみ参加できます。 

《夏休み！ 夏休みの宿題を、プラザでやりませんか～ 期間中、講習室を自習室として開放します。 

友だちと一緒に宿題等を早めにすませましょう！ 

 

 
開催日時   ７月２２日（日）～７月２７日（金） 午前１０時００分～１１時５０分 

場   所   当プラザ内 

対   象   当プラザに登録済みの大阪市内在住の小学生 

           *登録がまだの人は４階窓口で登録を済ませてください（登録は無料です） 

定   員   ２０名 （先着順）  

《七夕飾り》 当プラザ４階に、大きな笹が出現！！ 短冊に願い事を書いたり、きれいな笹飾りを 作って 

笹に結びましょう。   星に願いが届きますように！！   

 ・期  間 ７月１日（日）～７日（土） 午前９時３０分～午後５時  （但し７/２（月）は休館日）  

日   時  ７月２０日（金） 午後１時３０分～午後２時３０分 

場   所  軽運動室 

申込期間  ６月１６日（土） 午前９時３０分～ 先着順（定員になり次第しめきり） 

定   員  ２０名 

種   目  ①ティッシュほうがん投げ   ②新聞紙マラソン  

        ③ストローやり投げ        ④うちわでピンポンリレー    *チーム対抗戦です。 

  

～第７回あさひ子プラピック～ 
 

≪室内オリンピック！≫ スポーツが苦手な人も簡単に出来るよう 工夫しています。 

力を合わせて優勝をめざそう！！ 個人記録にも挑戦しよう！ 

７月の児童行事予定 

寺子屋あさひ》 



  

ファミリー・サポート・センター旭 

 

［ご利用の案内］     

開館時間  午前９時～午後９時（但し、日曜日は午前９時～午後５時３０分） 

          *夜間の利用がない場合は午後５時３０分で閉館することがあります。 

休  館  日  毎週月曜日と祝日と年末年始（１２／２９～１／３） 

          *但し、５月５日は開館します。 

         *７月２０日～８月３１日の間、月曜日も開館します。 

              （「山の日」も開館します） 

利用時間  ★つどいの広場   火曜日～土曜日の午前９時３０分～１２時 

         ★赤ちゃんルーム   火曜日～土曜日の午前９時３０分～午後２時３０分 

         ★児童の利用      火曜日～金曜日の放課後～午後５時 

                       土曜日・日曜日の午前９時３０分～午後５時 

そ  の  他  ご利用の前に登録が必要です（登録は無料） 

                  ☆大阪市に『暴風警報』が発令された時は、安全確保のため 

           臨時休館となります。解除された時点から、利用できます。 

    

健康増進法第２５条により、乳幼児・
子どもの利用する当プラザ内での喫
煙は、受動喫煙防止のため禁煙とさ
せていただきます。 

ご理解のうえ、ご協力をお願いします。 

 

編集・発行 旭区子ども・子育てプラザ 

 〒535-0013 大阪市旭区森小路２－５－２９ 

  電話・FAX  06-6955-1144 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.osaka-kosodate.net/plaza/asahi/ （旭区子ども・子育てプラザでも検索できます） 

「子育てを援助してほしい人」と「子育てを援助できる人」を会員として登録し、会員同士が地域でお互いに 

子育てを支えあうサポートをしています。いきいき活動の送り迎えもしています。 

★依頼会員    大阪市内在住で、生後３ヵ月から１０歳未満の子どもがいる子育てを援助してほしい方 

★提供会員    大阪市内在住で、自宅で子どもを預かることができる方 

             *子育て支援ボランティア講座（６日間２５．５時間）の受講が必要です。 

★受付時間    火～日曜日  午前９時～午後５時３０分 

★問い合わせ   ファミリー・サポート・センター旭支部（旭区子ども・子育てプラザ内）  TEL  06-6955-1395 

  




