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※新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴い、中止となる場合があります。
※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。

①

②

サークルちゅーりっぷ

♦11 月 30 日（火）10 時～12 時
※第４火曜が祝日のため日程変更しています。

♦旧金甌会館にて
MY フィットネス道のナツエ先生を
お招きして
①親子体操
②笑い文字でお名前を書きます
100 円
③耳のストレッチ
※シール希望の方は 500 円
すべて予約制です。
予約時に番号でお伝えください。

⑤

Ohisamanokai.osaka@gmail.com

⑧

⑪

南大江地域子育て応援団
～地域での出会い・ふれあい大切に～

♦毎月第３水曜日
10 時～11 時 30 分
♦未就園児とその保護者
♦銅座幼稚園にて
11 月はお休みです。
12 月は開催未定です。
℡06-6949-5670（南大江会館）

・コロナ禍により開催未定です
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）
℡06-6762-4588

桃園地域子育て支援

⑨キューピークラブ

たにまちっ子
～ママがホッちする安らぎの場
・交流～

♦11 月 16 日（火）
10 時～11 時 30 分
♦桃園会館２階
※参加費として 1 家族 100 円

⑩

♢南船場子育て応援団♢

～南船場に住んでいるパパ＆ママ集まれ！～

♦11 月 18 日（木）
10 時～11 時 30 分
♦桃谷会館 1 階
（保険代含む）

※参加費として 1 家族 100 円
（保険代含む）

♦毎月第３木曜日
10 時 30 分～12 時
♦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

ドームこうづ

℡06-6643-4402

ひよ子クラブ

中央区糸屋町 2-2-16（中大江校下センター）
℡06-6910-7986

にこにこパーク

東平地域子育て支援

♦毎月第２月曜日
10 時～11 時 30 分
♦東平会館２階
♦参加費として１家族 200 円

※新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴い
中止となる可能性もあります。

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

（阪神高速高架下）

⑥

親と子の育ち愛教室

（保険代含む）

下記連絡先へメールで予約をお願いします。

中央区高津 3-13-30

中央区谷町 6-14-23（たなかキッズクラブ内）
℡080-6103-7974

♦0 歳～未就園の乳幼児と
その保護者
♦当日先着順
１階 15 組、２階 15 組

♦事前予約制

開催できる状況になれば
掲示してお知らせします

※持ち物：写真 5～10 枚

♦11 月 12 日（金） 10 時～11 時
♦中大江校下センター
♦参加費として１家族 100 円

その保護者、多胎児妊婦さんもどうぞ

♦毎月第２月曜日
10 時～11 時 30 分
♦0 歳～未就園の乳幼児と
その保護者

♦11 月 19 日（金）10 時～12 時
♦たなかキッズクラブ（田中小児科 南隣）
♦A4 フレーム作り（フレーム別）500 円
アルバム台紙 1000 円
たのしくかわいいアルバムを作りましょう！

【おかあさんの安らぎの場♡】

♦11 月 5 日（金） 10 時～12 時
♦たなかキッズクラブ 定員３組
♦0 歳～双子ちゃん・三つ子ちゃん

スクラップブッキングサークル

ぽっぷ

10 月 12 日（火）
10 時 30 分～11 時
城南公園
（森ノ宮中央 1-19-6）
保育士さんと公園で遊び
ましょう！
※事前予約制（10 組）
※雨天中止

中央区玉造 1-11-13（たまつくり会館）
℡090-9861-7296

多胎ママサークル

高津地域子育て支援

③

※事前予約制（10 組）
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。

【おひさまの会】

⑦

《会館工事遅延の
ため内容変更》

子育て支援センターさんに
来ていただきます

中央区瓦屋町 2-12-4（旧金甌会館）
℡090-1897-3530

④

サークルひまわり

♦11 月 9 日（火）
10 時 30 分～11 時 30 分
♦たまつくり会館 2 階
♦0 歳～未就園の乳幼児と
その保護者

中央区谷町 6-5-30（桃園会館）
℡06-6762-5599

⑫

集英地域子育て
応援団

♦毎月第３金曜日
10 時～11 時 30 分
♦0 歳～未就園の乳幼児と
その保護者
♦事前申込制
※開催できる状況になれば掲示して
お知らせします。

集英地域子育て応援団
06-4964-2466
（午前 9 時 30 分～午後 5 時）
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）

中央区上本町西 2-5-25
（桃谷会館）

℡06-4304-2266

⑬

チャリティバザーサークル

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。
※新型コロナウイルス感染症拡大
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。

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

⑭

出逢いの空間

☆リトルたにまち☆
子育て中の保護者、未就園児の方が出逢える!!
どなたでも自由に遊んで頂ける場です。

♦毎週金曜日
13 時 30 分～15 時 30 分
♦たにまちこどもクリニック内
（中央区内久宝寺町 3-1-9）

♦定員 3 組（事前予約制）
※ご予約は右記 QR コード
公式インスタグラムよ
り随時受付可能です。

⑰

⑮

大阪市つどいの広場

たなかキッズクラブ
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。

♦月・火・水・木・土
（金曜・日曜・祝日・年末年始は休館です）

中央区常盤町 1-4-9 竹宏ビル 104
℡06-6755-4704

⑯

9 時 30 分～14 時 30 分
♦予約制
前日から電話で予約できます
（9 時～15 時）※前日が休館日の場合は休館日の前日
♦時間帯
① 9 時 30 分～11 時 15 分
②11 時 30 分～13 時 00 分
③13 時 15 分～14 時 30 分
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合せください。

♦ブックスタート
10 月：10/21（木）
11 月：11/18（木）
①13 時 30 分～14 時
②14 時 20 分～14 時 50 分
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 6-14-9 竹宏ビル 104
℡06-6755-4704

⑲

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

⑳

島之内図書館

♦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。
事前にお問合せください。

☆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。

☆工作教室
「いたずらねこをつくろう!」
10 月 30 日（土）午後 2 時～3 時 30 分
講師が制作された紙粘土の猫に色をぬって、
かわいい起き上がりこぼしをつくります。
講師 前田明子さん
定員 15 名（申込先着順）どなたでも
会場 中央会館 1 階会議室
申込方法 電話か来館で申込み
10/8(金)午前 10 時から受付開始
その他 材料費 220 円
（おつりのないよう当日お持ちください）

※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
http://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

⑱

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）
11 月 25 日（木）
13 時 30 分～14 時 30 分
〇令和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。
〇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
11 月 9 日（火）
14 時 00 分～15 時 00 分
申込期間：11 月 1 日～11 月 8 日
♦ゆめまるっこ
（対象：4～8 か月児）
予約制 先着 10 組
11 月 8 日（月）
14 時 00 分～15 時 00 分
申込期間：10 月 29 日～11 月 5 日
中央区久太郎町 1-2-27
℡06-6267-9968

㉑

中央区
子ども・子育てプラザ

♦つどいの広場・ベビールーム
火曜～土曜 ①10 時～12 時
②13 時～15 時
乳幼児ルーム
日曜日
①10 時～11 時 30 分
①12 時 30 分～14 時
♦事前予約制・人数制限あり
※詳細はホームページをご覧ください。

☆成長記録
11/4(木)11:00～12:00（受付終了 11:50）
※申込受付 10/21（木）～11/2（火） 定員 15 名
身長と体重の計測ができます。
時間内にお越しください。

☆（出張ひろば）親子 de ロディと遊ぼう
11/10(水)
①10:40～11:10 ②11:30～12:00
※申込受付 10/27（水）～11/9（火）
※定員各回 10 組
※対象：１歳以上親子
（保護者１名につき子ども１名のみ）
※開催場所：もりのみやキューズモール BASE
１階 BASE パーク広場
子育てプラザでの開催ではありません。

☆おたんじょうび♪～11 月生まれ～
11/20(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

☆助産師さんとふれあいタイム

※抽選

11/24(水) 10:20～11:00 定員 8 組
※申込受付：11/10（水）～17（水）
抽選結果：11/18（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。

㉒

ファミリー・サポート・センター中央支部

“ファミリー・サポート・センターの活動”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。
依頼会員：概ね生後 3 ヶ月～10 歳未満の
子どもがいる区内在住の方
提供会員：子どもを預かることのできる区
内在住の方
資格や経験、男女を問いません。
事前に講座受講が必要です。
利 用 料：1 時間 800 円～900 円
※利用登録をお考えの方は必ず事前に電話
予約をお願いします

★提供会員、支援してくださる方を募集！
※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）は免除科
目あり！
※資格のない方は、提供会員講座受講で活動
できます。
【予約・お問合せ】
中央区島之内 2-12-6（中央区子ども・子育てプラザ内）
℡6213-2170 コーディネーター田畑まで
開設時間：火曜日～日曜日（月曜・祝日休館）
9 時～17 時 30 分

☆（出張ひろば）
パパと赤ちゃん講座＆
ママはアクセサリー作り
11/27(土) 11:00～12:00 定員 6 組
※申込受付：11/13（土）～21（日）
※対象：2 か月～7 か月の乳児と保護者
※アクセサリー作り材料代 300 円
※開催場所：ふれあいセンターもも
（中央区上本町西 2-5-25）
子育てプラザでの開催ではありません。

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/

中央区島之内 2-12-6
℡06-6213-2171

親子で“フラワーアレンジメント教室”

㉓

中央区保健福祉センター
子育て支援室

日 時：令和３年 10 月 21 日（木）
10：30～11：30
場 所：道仁連合会館３階（島之内 2-12-19）
内 容：フラワーアレンジメント
講 師：倉本 栄子先生
対 象：中央区在住の未就学児親子
７組（申込み先着順）
参加費：300 円
※当日、はさみと花を入れる袋を
持参してください。
申込問合せ：中央区子育て応援団事務局
中央区役所保健福祉課（子育て支援室）4 階 43 番
電話 6267-9868

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
06-6267-9868

※新型コロナウイルス感染症拡大防止等に伴い、中止となる可能性がござ
います。中止となった場合は、お電話にてご連絡させていただきます。

１１月子育てカレンダー
日

7

月

火

水

木

金

土

1

2

3（祝）

4
子ども・子育てプラザ
「成長記録」

5
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」
リトルたにまち
（たにまちこどもクリニック）

6

10

11

12
ほっとあい広場
（子ども・子育てプラザ）
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」
リトルたにまち
（たにまちこどもクリニック）

13
ほっとあい広場
（たなかキッズクラブ）

8
中央区保健福祉センター
「ゆめまるっこ」

9
サークルひまわり
「子育て支援センターさんに
来ていただきます」

子ども・子育てプラザ
「出張ひろば
親子deロディと遊ぼう」

中央区保健福祉センター
「フレッシュママの集い」

14

15

16

17

桃園地域子育て支援
「たにまちっ子」

21

28

22

29

23（祝）

18

19

20

キューピークラブ
（桃谷会館）

サークルぽっぷ
「スクラップブッキング体験」
子育てサロン
「もりのこクラブ」
リトルたにまち
（たにまちこどもクリニック）

子ども・子育てプラザ
「おたんじょうび♪」

24

25

26

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」
リトルたにまち
（たにまちこどもクリニック）

27
子ども・子育てプラザ
「出張ひろば
パパと赤ちゃん講座＆
ママはアクセサリー作り」

30
サークルちゅーりっぷ
「ナツエ先生が来てくれます！」

幼稚園・保育園情報（未就園児向け）
玉造幼稚園

特に予定はありません

銅座幼稚園

特に予定はありません

桃園幼稚園

特に予定はありません

愛珠幼稚園

特に予定はありません

南幼稚園

特に予定はありません

中大江幼稚園

特に予定はありません

あゆみ保育園
本 園

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
10月26日（火）10:15～10:45 ※雨天中止 予約制：1週間前までに予約してください。※状況によっては中止になる可能性あり。
≪お問合せ･お申込み≫ あゆみ東保育園 ℡06-6766-6772

あゆみ東保育園

★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。

わいわいけいじばん
第 13 回
【対象】
0 歳の子どもとその保護者

今年も“ほっとあい広場”は３密を
さけ“2Days2Places3Contents”
をテーマに開催します！

１１月１１日（木）

申込期間：10/21(木)～11/4(木)
17 時まで
申込先：中央区子ども・子育てプラザ
☎ 06-6213-2171
定員：各５組（１人１講座のみ）

場所：中央区子ども・子育てプラザ
（中央区島之内 2-12-6）

※託児なし
参加者１名につき子ども 1 名のみ

【A】ベビーマッサージ＆
助産師相談
対象：生後 4 か月～12 か月
【1】10:00～10:50
【2】11:10～12:00

申込方法：期間中に電話にて申込番号を
お伝えください。
申込後にハガキを送付させていただきます
ので当日持参してください。
ハガキが到着していない場合は前日 17 時
までに連絡してください。
新型コロナウィルス感染拡大に伴い中止
となる場合もございます。詳細はホーム
ページをご覧ください。

１１月１２日（金）
場所：たなかキッズクラブ
（中央区谷町 6-14-23）

【B】親子フィットネス体操＆
助産師相談

【C】タッチケア・小児医療相談・
保健師相談

対象：生後 6 か月～12 か月
【1】10:00～10:50
【2】11:10～12:00

【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

対象：生後 2 か月～12 か月
【1】10：00～10：50
【2】11：10～12：00

・10 月

5 日(火)

・10 月 12 日(火)

受信設定
□高齢
✓子育て
□障がい
□講座イベント
□ボランティア
設定

日
場

時：１１月１４日（日） 11：00～16：00
所：法雲寺角駐車場（中央区中寺２丁目 1-56）
※今回は屋外での開催です
出店料：200 円
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、出店者は
検温・手洗い・消毒・マスク着用をお願いします。
※出店について
・スペースは１人１畳分です。
90ｃｍ×180ｃｍ位のレジャーシートをご持参ください。
・お子様を連れての出店はご遠慮ください。
・荷物の搬入は当日 10 時からです。
事前予約の受付番号順に場所を選んでいただきます。
（この時間に不在の時は、後に回ることになるので
ご了承ください。）
※水分摂取はしていただけますが、食事はご遠慮ください。
※コロナ情勢や天候により中止する場合があります。
出店予約は１０月１４日（木）～
★来場者については、
申込み先 090-1897-3530（岸田） 次号でおしらせします！

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)
受信カテゴリーを
指定したい場合は
【受信設定】から
見たい項目をチェック
してね♪

10:00～12:00

乳幼児の遊び、ボランティアについて

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

開催場所：中央区子ども・子育てプラザ３階
対
象：区内でボランティア活動ができる方
定
員：10 名（先着順）
申込方法：電話のみ
締切：９月２８日（火）
★子育て支援ボランティア…①・②・⑤受講
★ファミリー・サポート・センター事業提供会員
…①～⑤全講座受講後、クレオ大阪子育て館の
講座を追加受講することで、提供会員に登録
できます。
※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
サポーターなど）は免除科目があります。

【申込み・お問合せ先】大阪市中央区社会福祉協議会
中央区子ども・子育てプラザ
06-6213-2171 （担当：金岡・田畑）

【編集後記】
～中秋の名月＆満月…月見団子～
今年も行楽は無理・・・
“読書の秋”かな。でも、文字を読
むのが苦手。特にストーリー性のない専門書は快適に眠りに
誘ってくれる。そろそろ新しい絵本（本）の開拓をしようと
心は弾んでいるのだが（＾＾）
月が丸くてきれいだなぁ～と思っていたら、今日 21 日が
「中秋の名月」で、今年は満月！曇っているけど、見えてる！
さぁ月見団子だー”食欲の秋”（笑）あなたは何の秋？ （M）

