
中央区瓦屋町 2-12-4（旧金甌会館） 
℡090-1897-3530 
 

開催日：10 月 12 日（火） 
時 間：10:30～11:30 
場 所：たまつくり会館２階 
対 象：0 歳～未就園の乳幼児

とその保護者 
 
保育士さんに来ていただきます 
 
※事前予約制（10 組） 

右記 QR コードまたは【＠578rxiuu】 

から LINE 公式アカウントを友だち 

追加してください。 

予約の詳細をお伝えします。 
 

東平地域子育て支援  

ひよ子クラブ 
 

日 時 毎月第 3 土曜日 
時 間 10 時～11 時 30 分 
場 所 東平会館 2 階 
参加費 1 家族 200 円 

・コロナ禍により開催は未定です 

・開催できる状況になれば掲示して 

お知らせします 
 
お問い合わせ:東平地域子育て支援委員会 
中央区上本町西 5-1-38（東平会館 2 階） 
℡ ６７６２－４５８８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新
聞 

2021 年 

 

10 月号 子育てのことならっ！ “わいわいねっと新聞”で検索♪ 

発 行：中央子育てわいわいねっと事務局 06-6213-2171（中央区子ども・子育てプラザ内）  
発行人：中央子育てわいわいねっと 代表 岸田 香織    http://www.osaka-kosodate.net/plaza/chuo/ 

 

サークルちゅーりっぷ 

 

① 

※サークルの中止・変更・実施内容などの対応につきましては、各サークルに直接お問い合わせください。 

 
◆10 月 26 日(火) 10 時～12 時 

◆旧金甌会館にて 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

サークルひまわり 

 

② 

中央区玉造 1-11-13（たまつくり会館） 
℡090-9861-7296 

 

 

ぽっぷ ③ 
 

『スクラップブッキング体験』 
 

10 月 15 日(金)10 時～12 時 
たなかキッズクラブ

写真 5～10 枚 
たのしくかわいいアルバムを作りましょう！ 
 

 
 

中央区谷町 6-14-23（たなかキッズクラブ内）  

℡080-6103-7974 

④ 

◆日時：毎月第２月曜日 

    10：00～11：30 

（8・1 月休み） 

♦対象：0 歳～未就園児の乳幼児と 

その保護者 

※開催できる状況になれば掲示して 

お知らせします 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

ドームこうづ 

中央区高津 3-13-30（阪神高速高架下） 

℡06-6643-4402  

⑤ 

 
【日時】10 月 8 日(金)  

     10:00～11:00  
   参加費：1 家族 100 円(保険代含む) 

  当日先着順 1 階 15 組、2 階 15 組 

【対象】0 歳～未就園の乳幼児と 

その保護者 

  問い合わせは…☎6910-7986 まで 

中央区糸屋町 2-2-16(中大江校下センター) 

※新型コロナウィルス感染症拡大防止に伴い、 

中止となる可能性があります。 

 

⑦  多胎ママサークル 

【 おひさまの会 】 

 開催日  10/1(金)   
時 間 10:00～12:00  
場 所 たなかキッズクラブ  
定 員  3 組      

 
※事前予約制 

下記連絡先にメールで予約をお願いします。 

連絡先   
ohisamanokai.osaka@gmail.com 

 
対象者  

0 歳～双子ちゃん・三つ子ちゃんと 
その保護者、多胎児妊婦さんもどうぞ 

 
中央区谷町 6-14-23（たなかキッズクラブ内） 
℡090-8852-3129 

 

～地域での出会い･ふれあい大切に～ 

◆日時：毎月第 3 水曜日 

    10：00～11：30 

（8 月休み） 

 

♦対象：未就園児とその保護者 

※銅座幼稚園にて 

※10 月はお休みです。 

11 月は開催未定です。 

 
℡06-6949-5670（南大江会館） 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

◇南船場子育て応援団◇ 

♦日時：毎月 第 3 木曜日 

    （８・1 月休み） 
10:30～12:00 

♦対象：渥美･芦池地域にお住まいの 

0 歳～未就園の乳幼児と 
その保護者 

※開催未定です 

開催できる状況になればお知らせします 
 

  junko.n_n.11-30.lovely.toshi@docomo.ne.jp       
渥美地域…南船場 1 丁目･2 丁目 5 番～8 番 
芦池地域…南船場 2 丁目 9 番～12 番･3 丁目･4 丁目 
中央区南船場 3-7-12（南船場会館） 

Fax 06-6241-1009 

桃園地域子育て支援 

たにまちっ子 
～ママがホッとする安らぎの場・交流～ 

 集英地域子育て応援団 

日  時：10 月 19 日（火） 
    10:00～11:30 
場   所：桃園会館 2 階 
参加費：1 家族 100 円 
 
中央区谷町 6-5-30（桃園会館） 

TEL 06-6762-5599 

 

※中止になる場合もあります。 

 キューピークラブ 

日 時：10 月 21 日（木） 

    10:00～11:30 

場 所：桃谷会館 1 階 

参加費：1 家族 100 円（保険代含む） 

 
 
中央区上本町西 2-5-25（桃谷会館） 

TEL 06-4304-2266 

 

 

【おかあさんの安らぎの場♡】 

⑥ 

◆日時：毎月第 3 金曜日 

    10：00～11：30 
 

※新型コロナウイルス感染症拡大に伴い 

 中止となる可能性があります。 
 
♦対象：0 歳～未就園の乳幼児と 

その保護者 
     ※事前申込制 
 
連絡先：集英地域子育て応援団  

06-4964-2466 

（午前 9 時 30 分～午後 5 時） 

大阪市中央区本町 1-4-5 

大阪産業創造館 15 階(集英地域コミュニティプラザ) 

※９月号に誤りがありました。 
 9 月 27 日（火）とありましたが 

正しくは 9 月 28 日（火）です。 

 

 
子ども・子育てプラザ
さんが来てくれます♪ 

※事前予約制 8 組 



開館時間 9：30～14：30 
開館曜日 月･火･水･木･土 

0 歳～未就学児とその保護者を対象に 
子どもと一緒に笑顔の時間をつくる広場です 
 
密集・密接を避け、より安心して多くの方々に 
ご利用いただくため、時間、人数を設定しまし
た。 
 
時間帯①9:30～11:15 ②11:30～13:00 

 ③13:15～14:30 
予約制…前日から電話で予約できます 

（9:00～15:00） 
前日が休館日の場合は休館日の前日 

人数…各コース 6 組（12 人程度） 
※当日、空きがあればご利用できます。 
 入口に利用可能な人数を掲示しています。 
 詳しくは電話でお問い合わせください。 
 
ブックスタート 
9 月  9/16（木） 10 月 10/21（木） 
① 13:30～14:00    ② 14:20～14:50 
各５組 
 
それぞれ予約の際に時間をお確かめください。 
 
中央区谷町 6-14-23（1 階）  
℡090-5369-9209 

 

☆ふれあい絵本展（島之内図書館共催） 
10/2(土)、3(日) 
両日共 ①10:00～12:00 ②12:30～14:30 
※申込受付 9/5（日）～10/1（金） 両日各 20 名定員 

300 冊の絵本が待っています♪ 
 
☆すくすくステーション（助産師相談） 
10/6(水)11:00～12:00 定員 4 組 
※申込受付：9/22（水）～10/5（火） 
離乳食・イヤイヤ期・食育など子育てに関することなんでも相談♪ 

身体測定もできます！ 

 
☆親子 de ヨガ～ストレッチ・骨盤体操～ 
10/13(水) ①10:30～11:00 ②11:30～12:00 
※申込受付 9/29（水）～10/12（火） 定員 各 6 組 

※対象：①歩ける乳幼児～ ②おすわり期～ 

 
☆おたんじょうび♪～10 月生まれ～ 
10/16(土) 11:00～12:00（受付終了 11:50） 
※写真スポットで撮影・バースデーカードのお渡しのみ。 
 
☆エンジョイえいご～Halloween ver.～ 定員各 6 組 
10/20(水) ①10:15～10:45 ②11:15～11:45 
申込受付：10/6（水）～10/13（水）電話のみ、抽選 
抽選結果：10/14（木）13 時以降にホームページ 

又は窓口の掲示でご確認ください。 
※対象：①歩ける乳幼児～ ②首座り期～ 
 
☆初めての離乳食づくり（保護者対象） 
10/23(土) 13:00～14:30 定員 4 名 
※申込受付：10/9（土）～10/16（土） 
※対象：0 歳児の保護者 
   （託児はありません） 
※実習費として 200 円 （当日おつりのないようにお願いいたします） 
 
☆助産師さんとふれあいタイム ※抽選 
10/27(水) 10:20～11:00 定員 8 組  
※申込受付：10/13（水）～10/20（水） 
 抽選結果：10/21（木）13 時以降にホームページ 

又は窓口の掲示でご確認ください。 
 

講座申込みの詳細は当プラザホームページをご覧ください。 

http://www.osaka-kosodate.net/plaza/chuo/ 

◎お問合わせ先 TEL(０６)６２１３－２１７１ 
 
 

TEL(０６)６２１３－２１７１ 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

にじいろ 
 

 
中央区を中心とした子育て環境の支援・全国の 
被災地支援の為、チャリティバザーを開催して 
います。 
 
※新型コロナウィルス感染拡大防止のため、 

チャリティバザーは当面中止といたします。 
ご了承くださいませ。 

 
最新情報は Instagram(nijiiro_bazaar)にて 
発信いたします。 
 

中央区常盤町 1-4-9 竹宏ビル 104 
℡06－6755-4704 

大阪市つどいの広場 

たなかキッズクラブ 中央区保健福祉センター 
 

中央区保健福祉センターでは、育児相談も行って 

おります。お気軽にご相談ください。 
 

ＢＣＧ接種（保健福祉センターでの集団接種） 
10月 28日(木) 

13時 30分～14時 30分 

○令和 3年 10月 1日から BCGの予防接種が

委託医療機関（個別接種）でも受けられます。 

○集団接種あるいは個別接種のどちらかをお選

びください。 
 
フレッシュママの集い 
（対象：2～3か月児） 予約制 先着 15組 

10月 12日(火) 

14時 00分～15時 00分  

申込期間：10月 5日～10月 11日 
 

ゆめまるっこ  
  （対象：4～8か月児）予約制 先着 10組 

  10月 11日(月) 

  14時 00分～15時 00分 

  申込期間：10月 4日～10月 8日 

         

 

中央区久太郎町 1-2-27  

℡06-6267-9968 

⑰ 
 

中央子育て支援センター

“さくらんぼひろば” 
概ね３歳未満までの子どもと保護者が自由に 

あそべるひろばです。 
 

§現在、感染予防対策のために時間、人数を設定し、 

事前申込み制を実施しています。 

初回利用の方は、来館希望の１週間前までに電話 

での事前申込みをお願いします。 
  
＜利用時間枠＞各回入替制 定員：こども 10 人  

①  9:15～10:30  

② 10:45～12:00  

③ 13:15～14:30 

④ 14:45～16:00 

◆12 か月未満の赤ちゃんひろばの時間枠◆ 

（火）（金）③・④  / （水）①・② 

※詳しくは、電話でお問い合わせください。 
 
§子育て相談・・・随時実施（電話相談可） 

  （月）～（金）10:00～15:00 
 

中央区農人橋１－１－２ 

（大阪市立南大江保育所３階） 

TEL/FAX06－6920－0280 

 

⑱ 島之内図書館 
【開館時間】 

火曜日～金曜日（第 3 木曜日は休館） 
午前 10 時～午後 7 時 

土曜日、日曜日、祝・休日 
午前 10 時～午後 5 時 

※変更する場合があります。事前にお問い合わせください。 
 

☆ 図書展示「ちいさい秋みつけた」展 

  展示期間：9 月 17 日（金）～11 月 17 日（水） 
   絵本コーナーに「秋」を感じる絵本を展示し、

貸出します。いもほり、どんぐり、落ち葉など… 
  秋まんさいをお楽しみください。 
   
 
※新型コロナウイルス感染症の拡大状況によっては、 

中止する場合があります。 
  
※詳細についてはホームページをごらんください。 

  
大阪市立図書館ホームページ 
https://www.oml.city.osaka.lg.jp/ 
島之内図書館のページは 
トップページ右側のリンクから… 

 
中央区島之内 2-12-31   

℡06-6211-3645 

⑲ 
 ※感染症拡大状況等によっては、講座が中止となる 

可能性があります。 

 

⑳ 
 

“ファミリー・サポート・センター活動”って何？ 

子育てを援助してほしい人(依頼会員)と子育てを援助したい人(提供会員)が登録し、 

会員同士がお互いに支えたり、支えられたりする子育ての相互援助活動です。 

 
★子育て支援ボランティア＆ファミリー・サポート 

  ・センター提供会員講座 受講者募集！ 
   

・10 月 5 日(火)10:00～12:00  

乳幼児の遊び、ボランティアについて 

・10 月 12 日(火)13:30～16:15  

健康と発達、子どもの生活 

・10 月 19 日(火)9:30～14:30  

小児看護の基礎知識、事故防止 

  ・10 月 21 日(木)9:30～16:00 

   栄養と食生活、子どもの病気 

  ・10 月 26 日(火)9:30～12:00 

   コミュニケーション、社会性 

  定員：10 名 

対象：市内在住で提供会員として活動ができる方 

 

※講座終了後、クレオ大阪子育て館の講座を追加受講

していただくことで、提供会員の登録となります。 

※有資格者（保育士、幼稚園教諭、看護師、助産師、

栄養士、子育て支援員、家庭生活支援員、エンゼル

サポーター等）の方は免除あり。 

 

【予約・お問合せ】 

 TEL 6213－2170  コーディネーター田畑まで 
 

中央区島之内 2-12-6（中央区子ども・子育てプラザ内） 

開設時間 火曜日～日曜日（月曜・祝日は休館） 

9 時～17 時 30 分 

 

 
受講者お待ちしてます！ 

つどいの広場(自由に遊べる広場)の利用は電話予約での利用とな 

っています。安心してご利用いただくために、事前予約制・人数 

を制限しております。当日空きがあればご利用いただけます。 

 

◆つどいの広場（2 階 軽運動室）◆ベビールーム（２階 和室） 

 火曜日～土曜日 ※定員 20 名  火曜日～土曜日  ※1 歳未満 

 10:00～12:00        10:00～12:00  ※定員 8 名 

 13:00～15:00        13:00～15:00 

  
★乳幼児ルーム（2 階 和室）※お部屋の開放のみ 

 日曜日 ※定員 8 名 10:00～11:30、12:30～14:00 

 

利用方法・予約状況…詳しくはホームページをご覧ください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こんなことで、お困りの
ことはありませんか？

相談員 問い合わせ
相談日

（祝日、年末年始は除く）

子
育
て
支
援
室

※お子さんへの悩み
　・言葉が遅い
　・落ち着きがない
　・気になるくせがある
　・遊び友達がいない
　・ごはんを食べない…など
※子育てがつらいと感じたり、
　 イライラしてしまう
※不登校・ひきこもり・非行・
　 養護相談など

 ・家庭児童相談員

 ・子ども相談員
　（保育士）

 ・児童虐待担当
 ・ＤＶ担当

6267-9869

6267-9868

6267-9885

月曜日～金曜日

９：００～１７：３０

区役所 ４階

４３番 窓口

㉑ 
 

 

中央区保健福祉センター 
     子育て支援室 

子育て支援室では、子育て・ご家庭での悩
み、しつけや発達についての心配ごとについ
て、虐待・DV 担当、こども相談担当、家庭児
童相談員がさまざまな相談に応じ、また子育
て情報の提供や助言、地域の子育て支援サー
ビスや専門機関を紹介するなど、きめ細やか
な支援を行っています。 
  
中央区久太郎町 1-2-27 

 

日 月 火 水 木 金 土

1 2

おひさまの会

（たなかキッズ）

子育てサロン

「もりのこクラブ」

3 4 5 6 7 8 9

子ども・子育てプラザ

「すくすくステーション」

親と子の育ち愛教室

（中大江校下センター）

子育てサロン

「もりのこクラブ」

10 11 12 13 14 15 16

中央区保健福祉センター

「ゆめまるっこ」

サークルひまわり

「保育士さんにきていただきます」

子ども・子育てプラザ

「親子deヨガ」

サークルぽっぷ

「スクラップブッキング体験」

子ども・子育てプラザ

「おたんじょうび♪」

中央区保健福祉センター

「フレッシュママの集い」

子育てサロン

「もりのこクラブ」

17 18 19 20 21 22 23

桃園地域子育て支援

「たにまちっ子」

キューピークラブ

（桃谷会館）

子育てサロン

「もりのこクラブ」

子ども・子育てプラザ

「初めての離乳食づくり」

24 25 26 27 28 29 30

サークルちゅーりっぷ

「子育てプラザさんが来てくれます」
子ども・子育てプラザ

「助産師さんとふれあいタイム」

中央区保健福祉センター

「BCG接種」

子育てサロン

「もりのこクラブ」

玉造幼稚園

銅座幼稚園

桃園幼稚園

愛珠幼稚園

南幼稚園

中大江幼稚園

あゆみ保育園
本　園

あゆみ東保育園

子ども・子育てプラザ

島之内図書館共催

「ふれあい絵本展」

子ども・子育てプラザ

島之内図書館共催

「ふれあい絵本展」

10月26日（火）10：15～10：45 事前予約制 ３組まで
≪お問合せ･お申込み≫　あゆみ保育園本園(中央区中寺1-1-49)　　℡06-6766-5388
未定
≪お問合せ･お申込み≫　あゆみ東保育園　℡06-6766-6772

子ども・子育てプラザ

「エンジョイえいご

～ Halloween ver.～」

幼稚園・保育園情報（未就園児向け）
特に予定はありません

特に予定はありません

特に予定はありません

特に予定はありません

特に予定はありません

特に予定はありません

★公立幼稚園の園児募集

10月 1日（金） 願書交付・受付開始

10月12日（火） 交付締切（17時まで）

10月18日（月） 受付締切

※詳細については
各幼稚園ホームページを
ご覧ください。



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 サークルひまわり 

 

わいわいけいじばん 

【編集後記】  
～未来にはばたく 

子どもたちにエールを！！～ 
 
“TOKYO2020 パラリンピック”が始まった。賛否両論
はどの場面でもある。人々の動き、プロジェクションマッ
ピング演出、素敵な場面が多かったと思う。その後、メダ
ルラッシュ・・オリンピックでも 12、13 歳が活躍し
た。パラリンピックでも 13 歳の泳ぎに目がとまった。私
は泳ぎが苦手なので、羨ましく思った。それだけではな
く、感動です。 
 この小さな（小さいからだろう）子どもたちはガッツ
で、目指すのは“オリンピック・パラリンピック”ではな
く、通過点でしかない。今、子どもが目指すところに向か
って、たくさんの道を整備することが使命（かっこよすぎ
る？）・・・1 本の道の 1ｍにも満たないかもしれない、
平坦ではないかもしれない、起伏（戦闘は要らない）もな
くては、そんな道をママ・パパ、みんなで力を合わせて、
繋げていきたいと思う。できることから（＾＾）                                     
                       （M） 

ふれあい絵本展 
島之内図書館・子育てプラザ共催 

赤ちゃんから大人まで楽しんでいただける絵本、約 300 冊を展示してい

ます。たくさんの絵本の中から、お気に入りの絵本を見つけてください

ね。絵本の読み聞かせタイムもお楽しみに！ 
 

◎日時…10 月 2 日(土) ①10:00～12:00 ②12:30～14:30 

10 月 3 日(日) ③10:00～12:00 ④12:30～14:30 

◎定員…各 20 名  

◎場所…中央区子ども・子育てプラザ ２階軽運動室 

◎対象…どなたでも 

◎申込み…９月 5 日(日)～10 月 1 日(金) ※先着順 

ご希望の日時(①～④)を電話でお申し込みください。 

     中央区子ども・子育てプラザ ☎ 6213－2171 

中央区社会福祉協議会『ふれあいセンターもも』
の LINE@を開設しました。 

中央区社会福祉協議会、中央区地域包括支援
センター、子ども・子育てプラザ、東・南老
人福祉センターのイベントや講座の情報をい
ち早くお届けします。 

是非ともだち登録してね♪ 
登録してくださった皆様に中央区社協限定 
『ももっぴぃマスク』をプレゼント♪ 
中央区子ども・子育てプラザの窓口でトーク画面
を提示してください。 
※原則登録者１人につき１枚のお渡しです。 
 お子様がいらっしゃる場合は、職員にお声かけください。 
※細菌やウイルスを完全に防ぐものではありません。 

【友だちの登録方法】 
①LINE のホーム「 」をタップ 
②右上の友だち追加「 」をタップ 
③QR コードをタップ 
④QR コードを読み取り 
⑤友だち追加をタップ 

サークルひまわりの詳細は１面②参照 
右記 QR コードから LINE 公式を追加 

防災ハンドブック（2020 年乳幼児の救急と防災） 
から、赤ちゃん用品を T・K・B に分けてみました。 

 

（ベッド） 

お気に入りのおもちゃ 
絵本・毛布 
ブランケット 

バスタオル 
使い捨てカイロ 
 

（トイレ） 

おむつ・お尻ふき・タオル 
水・着替え・ミニトイレ 

ビニール袋 
 

（キッチン） 

液体ミルク・ミルク 
ベビーフード・おやつ  
哺乳用水・哺乳瓶 

離乳食 
 

★その他 母子手帳・健康保険証 

     抱っこひもなど 
※最低３日分を入れておきましょう 

救急用品 
消毒液・常備薬 

絆創膏など 

TKB＋C ってなに？ 

TKB は、避難所・避難生活学会が、災害時の避難所
生活において大切だとしている「トイレ・キッチ
ン・ベッド」の略です。そこに、在宅避難の備え
と、「災害時に助け合える関係」をつくる上で重要な
「コミュニケーション」という視点を加え、「TKB＋
C」としました。日ごろから地域やお隣どうしで
「“声をかけあえる”関係」を作っておくことが、
「災害時に“助け合える”関係」につながります。
そのキッカケづくりを後押ししたいという思いから
生まれました。 

会館が新しくなりました♪ 
 

玉造地区の民生児童委員を中心に、子育て中の親子を
応援するサークルです。 
長い間お休みしましたが、建替え工事も終わり、いよ

いよ 10 月から再開します！！ 
小さなお子さんと手をつないでゆっくり昇れる階段、
カーペット敷きで大きな窓の開放感あふれる明るい 

部屋になりました。名称も新しく『たまつくり会館』
になります。 
当面は予約制ですが、気軽に参加してください。 

玉造で一緒に子育てを楽しみましょう！！ 


