
 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

東淀川区キャラクター 

「こぶしの みのりちゃん」 

ぽっかぽかハウス・瑞光 070-5432-1563 

                (オープン時間内のみ) 
瑞光４－２－２１ 

(第３木曜･日･祝祭日･年末年始はお休みです) 

妊婦・就学前の親子が自由に過ごす広場です 

毎週 月曜日～金曜日 10：00～15：00 

問合せ：６３７０－４１３８ 

 

ぽっかぽかハウス・相川 070-6501-3462 

                (オープン時間内のみ) 
相川２－１３－６ 

（土・日・祝祭日・年末年始はお休みです） 

妊婦・就学前の親子が自由に過ごす広場です 

毎週 月曜日～金曜日 10：00～15：00 

問合せ：６３７０－４１３８ 

 

 
風の子保育園 ６３２８－４０１９  小松１－１１－８ 

（土・日・祝祭日・年末年始はお休みです） 

◎スマイルひろば ３ヶ月～就学前まで 

 毎週月・水・金曜日 9：30～15：00 

◎ぴよぴよひろば ３ヶ月～１歳6ヶ月まで 

 毎週火曜日 9：30～15：00 

 毎週木曜日 12：30～15：30 

※７/１・９/２は子育て講座のため 

 12：30～15：30 になります 

◎子育て相談（電話・来館） 

 毎週月～金 10：00～15：00 

日之出保育所内 ６８１５－７９２９ 
東中島４－１１－２５ 

（土・日・祝祭日・年末年始はお休みです） 

◎スマイルひろば ３ヶ月～就学前まで 

 毎週月・水・金曜日 9：30～15：00 

◎ぴよぴよひろば ３ヶ月～１歳6ヶ月まで 

 毎週火曜日 9：30～15：00 

 毎週木曜日 12：30～15：30 

※７/１・９/２は子育て講座のため 

 12：30～15：30 になります 

◎スマイルひろば ３ヶ月～就学前まで 

 毎週月・水・金曜日 9：30～15：00 

◎ぴよぴよひろば ３ヶ月～１歳6ヶ月まで 

 毎週火曜日 9：30～15：00 

 毎週木曜日 12：30～15：30 

※７/１・９/２は子育て講座のため 

 12：30～15：30 になります 

◎子育て相談（電話・来館） 

 毎週月～金 10：00～15：00 

◎スマイルひろば ３ヶ月～就学前まで 

 毎週月・水・金曜日 9：30～15：00 

◎ぴよぴよひろば ３ヶ月～１歳6ヶ月まで 

 毎週火曜日 9：30～15：00 

 毎週木曜日 12：30～15：30 

※７/１・９/２は子育て講座のため 

 12：30～15：30 になります 

 
日之出保育所内 ６８１５－７９２９ 

東中島４－１１－２５ 

（土・日・祝祭日・年末年始はお休みです） 

◎子育て相談（電話・来館） 

 毎週月～金 10：00～15：00 

◎スマイルひろば      ３か月～概ね３歳未満まで 

 毎週月～金曜日    10：00～12：00    

毎週月・水・金曜日  13：00～16：00 

※子育て講座・親子教室のある日は午前のスマイルひろばはお休みです。 

日程はセンター通信をご覧ください。 

 ◎ぴよぴよひろば     ３か月～１歳 6 か月まで 

 毎週火・木曜日 １３：００～１６：００ 

◎フリースペース 

（午前の部10:00～12:30、午後の部12:30～15:00） 

就学前の親子が自由に過ごす広場です。 

         午前の部  午後の部 

月曜日        ０歳    １歳 

火曜日        １歳    ２歳～ 

水曜日        ２歳～   育児相談 

木曜日        園庭遊び   ２歳～ 

金曜日（第 3 週除く） ０歳     １歳 

◎ふれあい教室 

毎月第３金曜日（１０：００～１１：３０） 

 

◎すくすくデイ（１歳の誕生日まで） 

毎月第４月曜日（1０：００~１１：３０） 

※12 月お休み 

◎一緒に作ろうデイ（全年齢対象） 

 毎月第４月曜日（受付１４：００～１４：４０） 

 ※12 月のみ第 3 週 

◎園庭遊び（1 歳児以上） 

 毎週木曜日（１０：００～１２：３０） 

※１２・１・２月は室内遊び 

 ※雨天時は風の子保育園ひろばを開放 

◎ことばの教室（要予約） 

 毎週火・水曜日（１０：００～１１：３０） 

 

 

 

申込み用紙 

 
西淡路第２保育所内 ６３２３－５１３０ 

西淡路 5-1-14 西淡路第２保育所３・４階 

（土・日・祝祭日・年末年始はお休みです） 

 
◎あそびのひろば 3 か月～概ね 3 歳未満まで 
 
 毎週月～金曜日 9:00～12:00､13:00～15:00 
 
◎あかちゃんひろば ３か月～満１歳 
 
 毎週火曜日 １３：００～１５：００ 
 毎週木曜日 １３：００～１５：００ 
 
◎子育て相談（電話・来館相談） 

 毎週月～金 １０：００～１５：００ 

 



 

 

 

※詳細については、各施設・機関にお問合せください。 

 

 

 

会
場 

東淀川区子ども 

子育てプラザ 

東淀川子育て 

支援センター 

風の子児童館 

子どもの家２ 

つどいの広場 

西淡路 

おやこひろば 

瑞 光 

おやこひろば 

相 川 
豊里連合会館 

電
話 

6327－5650 6815－7929 
6328－4019 

（風の子保育園） 
6323－5130 

070－ 

5432－1563 

070－ 

6501－3462 

4809―9882 

東淀川区保健福祉課 

実

施

日 

１１月５日（木）・１２月３日（木） 

１月７日（木） 

13:30～14:00 
※定員に達した場合 2：20

～2：50 も実施すること
があります 

１１月１２日（木） 

１２月１０日（木） 

 １月１４日（木） 

14:00～14:30 

１１月２０日（金） 

１２月１８日（金） 

１月１５日（金） 

14:00～14:30 

１１月 ６日（金） 

１２月 4 日（金） 

１月 ８日（金） 

13：30～14：00 

１１月２４日（火） 

１２月２２日（火） 

 １月２６日（火） 

10：30～11：00 

１１月１７日（火） 

１２月１５日（火） 

 １月１９日（火） 

10：30～11：00 

１１月 １０日（火） 

１２月  8 日（火） 

 １月 １２日（火） 

1３：４５～ 

講座名 子育て情報講座 
「乳幼児の冬の過ごし方について」 

対 象 ﾌﾟﾗｻﾞに登録されている乳幼児と保護者 
実施日 １１月１９日（木） 11：20～11：45         
申 込  当日直接お越しください。 

参加費  無料  

講座名 子育て情報講座 
「乳幼児のおやつについて」 

対 象  ﾌﾟﾗｻﾞに登録されている乳幼児と保護者 
実施日 １月２１日（木） 11：20～11：45         
申 込  当日直接お越しください。 
参加費  無料 

 

講座名 乳幼児のわくわくあそび 
対 象 ﾌﾟﾗｻﾞに登録されている乳幼児と保護者 
        及び地域子育て支援活動者 
実施日 １１月２１日（土） 10：30～12：00         
定 員  ２０組 参加費  無料 
申込み １０月１０日~１１月１４日 
     （先着順） 

行事名 「プラザまつり」 
対 象   ﾌﾟﾗｻﾞに登録されている乳幼児と児童 
実施日 １２月１２日（土）10:00~15:00 
申 込  11 月４日~11 月 21 日 
定 員  乳幼児親子１５０組、児童５０名 
参加費  無料（但し、模擬店は有料） 

講座名 0 歳児の子育て講座「遊びや関わり方」 
対 象 ０歳児（第１子）と保護者 

実施日 1 月 15 日（金）10：30～11：30 
定 員 １０組  参加費  無料 
申 込 １２月１１日~１月８日     

いろいろな講座・イベントを 
実施しています。ホームペー 

ジ等でご確認ください。 

       プラザＱＲコード 
【通信費はご利用者 

負担になります。】 

 
    

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
ぽっかぽか保育ルーム・豊新  東淀川区豊新３－２６－３－２０１ﾌﾛｰﾗﾙﾀﾜｰｱｲ２階  ＴＥＬ ０７０－５３４５－７３９５ 
 

 

【問合せ先】 東淀川区子ども・子育てﾌﾟﾗｻﾞ 
       ＴＥＬ ０６－６３２７－５６５０ 

 
 

 
 
 

 

東淀川区子ども・子育てプラザ つどいの広場  東淀川区役所４階 ☎６３２７－５６５０ 
毎週火曜日～土曜日 午前１０時～午後５時まで    休館日：月曜・祝日（祝日が月曜の場合は火曜も）・年末年始（12/29～1/3） 

子ども・子育てプラザホームページアドレス http://www.osaka-kosodate.net/plaza/higashiyodogawa/ 

ブックスタートの実施日 ブックスタートは事前予約制です。 

※日程は変更される場合があります。お申し込み時にご確認ください。お申込みは直接各会場にお願いします。 

ぽっかぽか保育ルーム・菅原 東淀川区菅原６－２５－２１    TEL ０７０－５４３３－７３９５ 
 

 

 

 

申込み用紙 

ぽっかぽか保育ルーム・豊新 東淀川区豊新３－２６－３－２０１ TEL ０７０－５３４５－７３９５ 
 

 

 

 

申込み用紙 

区独自で一時預かり保育を実施しています。時間単位で利用できます。 
 

 

 

 

申込み用紙 

☆病児保育：とよさと病児保育室（藤本クリニック）TEL ０6－６３２５－３８５０ 
 

 

 

 

申込み用紙 

☆病後児保育：日之出保育所           TEL ０6－６３２３－９８００ 
 
 

 

 

申込み用紙 

子育てｻｰﾋﾞｽや子育て支援機関の紹介や子育て相談をお受けします。 
 

 

 

 

申込み用紙 

相談日：月・火・木（予約優先、土・日・祝日・年末年始除く） 
 

 

 

 

申込み用紙 

問合せ先】東淀川区役所 出張所３階 

０６－６１９５－３７３２ 
 

 

 

申込み用紙 

東淀川区子ども・子育てプラザでは、区役所来庁の手続中の乳幼児一時預かりサービス実施中！ 

 

 

 

 

 

申込み用紙 

○平成２８年３月３０日（水）まで毎週水曜日。年末年始除く 
預かり時間は午前９時１５分～午後１２時１５分までの間。（年に１度利用登録が必要です） 

 
 

 

 

 

申込み用紙 

○預かりを希望する水曜日の前日、午後１２時までに子ども・子育てプラザへご予約ください。 
 プラザが火曜日休館の場合は、日曜日の午後５時まで。１日の定員は１２名程度 

 
 

 

 

 

申込み用紙 

食事診断や試食提供、絵本の読み聞かせ、ぬりえ、ねんどあそび、離乳食の展示など 
 
 

 

 

 

※日 時：平成 27 年 11 月 28 日（土）午後１時~午後 3 時 30 分 ※場 所：東淀川区民ホール ※入場無料 

 
 
 

おやこで楽しめるのでぜひお越しください。 
 
 

 

 

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


           

  ※詳細については各保育所・幼稚園にお問合せください。 

 

 施 設 名  連 絡 先 １１ 月 １２ 月 １ 月 

淡路幼稚園 6321-0271 
９日 園庭開放 

１２日 コロコロキッズﾞ 遠足  

２日 園庭開放 
７日 コロコロキッズﾞ ウサギ 

２１日 コロコロキッズﾞ パンダ 

１８日 コロコロキッズﾞ パンダ 
２５日 コロコロキッズﾞ ウサギ 
２６日 園庭開放 

大阪成蹊短期大学付属 

こみち幼稚園 
6829-2598 

１０日 年長のお兄さんお姉さんとあそぼう 
 「色々な自然物に触れよう」（要予約） 

お 休 み お 休 み 

小松幼稚園・こまつ保育園 6320-1331 
７・２１日 園庭開放 
４・２５日 ぴよぴよひろば 
（親子体操・紙芝居・読み聞かせ等） 

５・１２日 園庭開放 
２・９・１６日 ぴよぴよひろば 
（親子体操・紙芝居・読み聞かせ等） 

９・１６・２３日 園庭開放 

菅原天満幼稚園 6328-6079 ４・7・11・18・21・25 日園庭開放 2・5・9・16・19・30 日 園庭開放 13・16.・20・27・30 日 園庭開放 

瑞光幼稚園 6329-6858 ２・９・３０ベビーぴっぴちゃん ７・１４・２１ベビーぴっぴちゃん １８・２５ベビーぴっぴちゃん 

豊里幼稚園 6320-2030 
１２日 親子体育 （要予約） 
２１日 読み聞かせ（要予約） 

１０日 親子体育  （要予約） 
１９日 クリスマス会（要予約） 

１４日 親子体育 （要予約） 
３０日 豆まき  （要予約） 

美鳩幼稚園 6328-6169 お 休 み 1９日 園庭開放 お 休 み 

施 設 名 連絡先 １１ 月 １２ 月 １ 月 

相川保育園 6340-3595 
３日 バザー 

１２日 焼き芋大会 お 休 み お 休 み 

あすか保育所 6322-1400 １２日 所庭あそび １０日 所庭あそび １４日 所庭あそび 

淡路保育園 6322-0083 １１日 体操・ボール・砂場 ９日 体操・三輪車・砂場 １３日 体操・すべり台・ボール 

風の子ベビーホーム 
6328-4019 
（風の子保育園） 

毎週木曜日 園庭あそび（１歳以上） 毎週木曜日 室内遊び（１歳以上） 毎週木曜日 室内遊び（１歳以上） 

上新庄保育園 6327-2248 
１３日 大型絵本 おべんとくん 

２７日 ﾊﾟﾈﾙｼｱﾀｰおむすびころりん 
１１日 絵本 まどからのおくりもの お 休 み 

下新庄保育所 6329-5080 
6 日 保育所の離乳食（作り方・試食） 

身体測定 
18 日 親子でｸﾘｽﾏｽの飾りを作ろう!! 

    身体測定 

15 日 保育所の子どもたちと一緒

にままごとを楽しもう！！ 

    身体測定 

菅原保育園 6329-2536 ２日 園庭開放・１６日 移動動物園 ７・２１日 園庭開放  １８日 園庭開放 

徳蔵寺保育園 6323-0640 ６・２０日 お砂遊び 
４日 室内遊び 

１１・１８日 製作 
８・１５日 室内遊び 

豊里第１保育所 6328-5200 ９日 外遊び １４日 室内遊び お 休 み 

豊里第２保育所 6328-0616 １２日 所庭遊び ２日 所庭遊び １３日 所庭遊び  

西淡路第２保育所 6323-5160 １０日 所庭あそび ８日 所庭あそび １２日 所庭あそび 

西大道保育所 6329-8810 １８日 所庭あそび １６日 所庭あそび ２０日 所庭あそび 

日之出保育所 6323-9800 ２日 所庭あそび ７日 所庭あそび １８日 所庭あそび 

保育所聖愛園 
あそぼうＤＡＹ 

6321-3201 
１0 日 園庭開放 
１7 日 秋の制作  
２4 日 身体計測・部屋遊び 

１日 園庭開放 
８日 楽器遊び  

１５日 クリスマス製作（予約制）
身体計測 

１２日 作って遊ぼう（たこ作り） 
１９日 園庭で遊ぼう  
２６日 身体計測・部屋遊び 

保育所聖愛園 
おしゃべりＤＡＹ 

6321-3201 
１２日 部屋遊び 

２６日 部屋遊び・身体計測 
１０日 部屋遊び・身体計測 

１４日  部屋遊び 

２８日  部屋遊び・身体計測 

保育所聖愛園 

あかちゃんＤＡＹ 
6321-3201 

５日 部屋遊び 

１９日 部屋遊び・身体計測 

３日 部屋遊び 

１７日 部屋遊び・身体計測 
２１日   身体計測・部屋遊び 

保育所 豊新聖愛園 6325-2405 
１２・２６日 製作あそび 

体操（ふれあい遊び）・園庭あそび 

２４日 製作あそび 

体操（ふれあい遊び）・園庭あそび  

１４・２８日 製作あそび 

体操（ふれあい遊び）・園庭あそび 

保育園こどものくに 6329-3849 園庭開放随時行っています。 園庭開放随時行っています。 園庭開放随時行っています。 

南江口保育所 6329-2869 １１日 所庭で遊ぼう 9 日 所庭であそぼう １３日 所庭であそぼう 



 

                                                             

 

 

 

子育てサロン名 場 所・時 間 対象 １１ 月 １２ 月 １ 月 
東井高野ふれあい子育て 
井高野３－１０－１ 

東井高野連合集会所 
毎月第２月曜日開催  10:00～11:30 

0～2 
  歳 

９日 親子体操 １４日 親子の自由遊び お 休 み 

スペース「のびのび」井高野 
北江口２－４－８  

井高野福祉会館 
毎月第２・４火曜日開催 10:00～11:30  

0～3 
  歳 

１０日 七五三のお祝い 
２４日 ふれあい遊び 

（支援センター保育士) 

８日クリスマス会（申込み制） 
親子でケーキ作り 

２６日 節分豆まき 

大隅東子育てパンダ 
南江口３－４－５３  

エコホール江口 

毎月第４木曜日開催 10:30～12:00  
0～3 

  歳 
２６日 親子で遊ぼう 

２４日 親子で遊ぼう 
（ｸﾘｽﾏｽ会はありません） 

２８日 親子で遊ぼう 

大隅西子育てサークル 
瑞光３－３－３０  

大隅西社会福祉会館 
毎月第３木曜日開催 10:00～12:00  

就 学 前

まで 
１９日 親子の自由遊び １７日 クリスマス会 ２１日 親子の自由遊び  

大桐地域ふれあい子育てサークル 
大桐３－５－１  

大桐連合集会所 
毎月第２木曜日開催 10:30～12:00 

1 歳～ 

就学前 
１２日 救急広報 １０日 クリスマス会 お 休 み 

大道南子育て支援 
大道南１－１０－１４ 

大道南会館 
毎月第２木曜日開催 10:30～12:00  

就 学 前

まで 
１２日 親と子の自由遊び 

１０日 クリスマス会 
（申込み制） 

お 休 み 

豊里ふれあい子育て教室 
豊里５－１４－１７   

豊里連合会館 
毎月第２火曜日開催 14:00～15:30 

0 ～ 1

歳半 
1０日 親子ふれあい遊び 

８日 クリスマスのお話し 
&エプロンシアター 

1２日 親子ふれあい遊び  

豊里南「子育てくらぶ」 
豊里５－４－７  

豊里南福祉会館 
第 3 金 1 歳以上, 第 4 金 0 歳10:00～11:30 

第 3金 1歳以上
第 4 金 0 歳 

２０日 子育てサロン （１才児～） 
ふれあい遊び、絵本読み聞かせ 

２７日 子育てサロン（０才児 ） 
（保健師来所・育児相談） 

１８日 クリスマス会（１才児~） 
（申込み制） 

 

１５日 子育てサロン （１才児～） 
ふれあい遊び、絵本読み聞かせ 

２２日  ０才児子育てサロン 
（保健師来所・育児相談） 

豊新おやこひろば 
豊新２－１１－２２  

偶数月は地域ふれあい子育て教室 

豊新福祉会館 
毎月第２月曜日開催 13:00～15:00 

0～４    
  歳 

９日 ふれあい遊び、工作 
（支援センター保育士） 

１４日 クリスマス会 12 日（火）絵本の読み聞かせ 

小松子育てサロン 
小松４－１５－７ 

小松福祉会館 
毎月第２・４火曜日開催 10:00～12:00 

0 歳～ 

就学前、

妊婦 

１０日 親子自由遊び 
２４日 大型絵本・誕生会 

８日 親子自由遊び 
２２日 クリスマス会 

１２日 親子自由遊び 
２６日 お正月遊び 

新庄地域育児サークル 
上新庄２－７－９ 

新庄社会福祉会館 
毎月第３金曜日開催  10:30～12:00 

0～４    
  歳 

２０日 絵本の読み聞かせ・ 
  手遊び・育児相談 

1８日 クリスマス会 
１５日 絵本の読み聞かせ・ 

    手遊び・育児相談 

下新庄子育てサロンお母さん集まって 

下新庄５－７－２５   
下新庄福祉会館 
毎月第３金曜日開催 10:00～12:00 

０歳～ 

就学前 
２０日 子育てサロン １８日 クリスマス会 １５日 子育てサロン 

菅原子育てサロン「親子でスマイル」 

菅原６－３－２５  

菅原小学校多目的室 
毎月第２月曜開催 10:00～12:00 

就学前 ９日 親子でスマイル 
１４日 親子でスマイル 

ｸﾘｽﾏｽｹｰｷを作ろう！ 
お 休 み 

東淡路子育てサロン 
東淡路２－４－２３ 

東淡路会館 
毎月第２金曜日開催 14:00～16:00 

０歳～ 

就学前、

妊婦 
１３日 うたえほんで遊ぼう お 休 み １５日 お正月遊び  

柴島子育てサロン 
柴島２－１１－９ 

柴島センター 
毎月第４水曜日開催 10:00～12:00 

０歳～ 

就学前、

妊婦 
２５日 クリスマス製作 

１９日クリスマスイベント 
（１４：００~１５：００） 

２７日 節分・鬼のお面作り 

淡路子育てサロン「たんぽぽ」 
西淡路５－５－３２ 

淡路小学校多目的室 
毎月第３木曜日開催 10:00～12:00 

0～４    
  歳 

１９日 秋を身体で感じる 17 日 クリスマスを楽しむ ２１日 お正月遊び 

西淡路子育てサロン「バンビ」 
淡路３－１３－１０  

西淡路会館 
毎週木曜日開催 10:00～15:00 

０歳～ 

就学前 
５・１９日 絵本の読み聞かせ 

１２・２６日 親子の自由遊び  

１０日 クリスマス会 
（申込み制） 

３・１７日 絵本の読み聞かせ 

2１日 絵本の読み聞かせ 
１４・2８日 親子の自由遊び    

親子でいっしょにあそびましょう 
東中島５－１－６ 

啓発センター 10:00～11:30 
毎月第１木曜日、第３火曜日開催 

0 歳～ 

就学前、

妊婦 

５日 自由遊び 
１７日スクラップブッキング 

3 日 自由遊び 
１５日 クリスマス会  

１９日 自由遊び 

あっぷるパイの「はっぴータイム」 
東淡路１－４－５３ 

東淀川図書館多目的室 
毎月第１水曜日、第３木曜日開催  
11:00～11:30 

0～３    
  歳 

４日 わらべうたと手あそび 
２日 すてきなｸﾘｽﾏｽｶｰﾄﾞ製作

（申込み制）   
６日 お正月と冬の絵本大集合・

絵本の読み聞かせ 

おやこひろば瑞光 
瑞光４－２－２１ 

ぽっかぽかハウス瑞光 
月～金曜日開催 

10:00～15:00 

妊婦～ 

就学前 

２日  0 歳児集まれ！ 
１０日 助産師さんの相談日 
１３日 ﾊﾝﾄﾞﾏｯｻｰｼ（゙先着５名） 

７日 0 歳児集まれ！ 
１０日 手形足形ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ 

７日 手形足形ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ 
８日 ﾊﾝﾄﾞﾏｯｻｰｼﾞ（先着５名） 

１２日 助産師さんの相談日 

おやこひろば相川 
相川２－１３－６ 

ぽっかぽかハウス相川 
月～金曜日開催 

10:00～15:00 

妊婦～ 

就学前 
１７日 助産師さんの相談日 

２０日 手形足形プレゼント 

１日 助産師さんの相談日 
11 日 ﾊﾝﾄﾞﾏｯｻｰｼﾞ（先着５名） 
２１日 手形足形ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ 

５日  助産師さんの相談日 
2０日 手形足形ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ  

東淀川区キャラクター 

「こぶしの みのりちゃん」 

☆ 子育てサロン ☆ 

◎ お問い合わせは子育てサロン事務局（東淀川区子ども・子育てプラザ）まで ☎６３２７－５６５０ ◎ 

東淀川区 子育て支援室 
東淀川区役所２階  ４８０９－９８５４ 

毎週  月 ～ 金曜日 
 子育てはひとりで悩まないで、どんなことでもお気軽に相談してください。 

また、児童虐待に関する相談や情報もお寄せください。 


