
②  
  

 ♦6 月 14 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 
  ♦定員 10 組 

    
   

 
 
 
 

 
※事前予約制  

   詳細は LINE よりお知らせします。 
   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。 
 

中央区玉造 1-11-13（たまつくり会館） 

℡090-9861-7296 
 

 ④ 
 
 
 
 

♦6 月 3 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 

その保護者、多胎児妊婦さんもどうぞ 

 

♦事前予約制 

下記連絡先へメールで予約をお願いします。 

ohisamanokai.osaka@gmail.com 

  

 
 

中央区谷町 6-14-23（たなかキッズクラブ内） 

℡090-8852-3129 
 

①  
 

♦6 月 28 日（火）10 時～12 時 

♦旧金甌会館にて 
 
                 
 

⑤ 親と子の育ち愛教室 
【おかあさんの安らぎの場♡】 

 
 

♦6 月 10 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 
（保険代含む）  

♦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 

  
※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。 
 
 
 
 
 

中央区糸屋町 2-2-16（中大江校下センター） 

℡06-6910-7986 

 

 

⑥  
 

♦5 月 21 日（土）開催予定です 

♦6 月 18 日（土）  
10 時～11 時 30 分 

♦東平会館 

♦参加費として１家族 100 円  

 

・自己紹介 

（質疑応答、子育てでの悩みなど） 

・手遊び、楽しいダンス 

・その他 
 

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 

 

 

③  
  
 

♦6 月 17 日（金）10 時～12 時 
♦たなかキッズクラブ 

♦アルバム台紙 1000 円 
   ※持ち物：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（1 階） 

（たなかキッズクラブ内） 
 

℡080-6103-7974 
 

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

 

 

  わいわいねっと 
新 
聞 

6 月号 

2022 年 
Vol.217 

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/chou/ 

※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。 

⑦  
  
 

♦6 月 13 日（月）  

10 時～11 時 30 分 

♦0 歳～未就園の乳幼児とその保護者 

 ♦事前予約制 定員８組 

 ※参加ご希望の方は、 

事前にお申し込みください。 
 

※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。 
      

ドームこうづ 

中央区高津 3-13-30（阪神高速高架下） 

電  話：06-6643-4402 
 

 

 

⑧  
～ママがホッとする安らぎの場・交流～ 

 
 
 
 

♦6 月 21 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 
 

 
 
中央区谷町 6-5-30（桃園会館） 

℡06-6762-5599 

 

 

⑨ キューピークラブ 
   
 

♦6 月 16 日（木） 

10 時～11 時 30 分 

 ♦桃谷会館 1 階 

   ※参加費として 1 家族 100 円 

         （保険代含む）       
中央区上本町西 2-5-25（桃谷会館） 
℡06-4304-2266 

 

高津地域子育て支援 

にこにこパーク 

 

桃園地域子育て支援 

たにまちっ子 

 

サークルひまわり 

 

東平地域子育て支援 

ひよ子クラブ 

 

多胎サークル 

おひさまの会 

 

サークルちゅーりっぷ 
スクラップブッキング 

サークルぽっぷ 

子育て支援センターさん
に来ていただきます 

子育て支援センターさん

に来ていただきます 

 

事前予約制 8 組 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑯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） 

6 月 23 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：1～2 か月児） 
予約制 先着 15 組 
6 月 14 日（火） 

 14 時 00 分～15 時 00 分 
申込期間： 
6 月 7 日（水）～6 月 13 日（月） 

 
♦ゆめまるっこ 
（対象：4～8 か月児） 
予約制 先着 10 組 
6 月 13 日（月） 
14 時 00 分～15 時 00 分 
申込期間： 
6 月 6 日（月）～6 月 10 日（金） 

 
※フレッシュママの集い、ゆめまるっこ共に 

定員に達していない場合は当日受付も実施 
します。 
 

中央区久太郎町 1-2-27 

℡06-6267-9968 
 

⑮ 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。事前にご確認ください。 
   
☆図書展示 

「こどものほんだな」展 

展示期間 

5 月 20 日（金）～7 月 20 日（水） 

 
大阪市立図書館の司書がおすすめするこども
の本を展示し、貸出します。 
展示している本を紹介した冊子「こどものほ
んだな 2022」も配布します。      

※行事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 
 

 

⑰中央区保健福祉センター 
子育て支援室 

   
  
 
 

 

⑫ 集英地域子育て応援団 

 
♦6 月 17 日（金）  

10 時～11 時 30 分 
♦0 歳～未就園の乳幼児とその保護者 

 （開平小学校校下にお住まいの方） 
 ♦事前申込制 
 

※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。 

 
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） 

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！～ 
 

♦6 月 16 日（木） 
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 

 

      英語であそぼう！ 

 

※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。 
 

 

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 

⑭ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
中央区常盤町 1-4-9 竹宏ビル 104 

℡06-6755-4704 
 

⑪南大江地域子育て応援団 
 

 
♦6 月 15 日（水） 
 10 時～11 時 20 分 
♦未就園児とその保護者 
♦銅座幼稚園 
 
※事前予約制 定員 30 組 
※申し込み日は、後日ホームページ上で 
 お知らせします、ご確認ください。 
 
連絡先 06-6762-1172（銅座幼稚園） 
 

 ※保険料 130 円をご用意ください。 
（当日～2023 年 3 月末） 

 ※くつ袋をご持参ください。 
 
※中止になる場合もありますので、 

銅座幼稚園のホームページをご確認 
ください。 

 

⑬  
 
 
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） 
  TEL 06-6946-3715 

 ♦定員 4 組（事前予約制） 
 
※新型コロナウイルス感染症の拡大状況に 

より、開催日が変動します。 
開催状況は、公式 Instagram より随時 
確認をお願い致します。 

 
※ご予約は公式インスタグラム 

より随時受付可能です。 
※毎週スタッフによる絵本の 

読み聞かせ、紙芝居などあり 
※のんびりゆったり交流を楽し 

んで頂けます！！ 

出逢いの空間 

☆リトルたにまち☆ 

 

子育てイベント 
『おやこであそぼう！たのしもう！』 
～キッズシアター かみふうせんによる 

 人形劇や大型紙芝居など、親子で楽しめるイベントです～ 

 

日 時：令和４年 6 月 15 日（水） 

10：30～11：30  

※雨天中止 

場 所：もりのみやキューズモール 

                BASE パーク 

(中央区森ノ宮中央 2 丁目 1 番 70 号) 

対 象：中央区在住の未就学児親子 

20 組（申込み先着順） 

参加費：無料  

申込問合せ： 

5 月 16 日（月）から電話・窓口にて 

中央区役所保健福祉課 

（子育て支援室）４階４３番 

      電話６２６７－９８６８ 
 



 ⑲ 

つどいの広場 ウーミーカフェ 
 

開館時間：10:00〜15:00 
開館曜日：祝日除く月火水金土 
 
3 歳未満のお子さんと、その保護者が
気軽に遊びに来ることができる広場
です。 

 
 
【6 月のイベント】 

4 日（土）アフターバースプラン 

10 日（金）季節の工作 

15 日（水）ブックスタート 

21 日（火）子育て診断 

25 日（土）NVC 
（非暴力コミュニケーション） 

㉑ 
  

子育て親子の出会いと交流の場を提供しています。 
 ♦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 

②12 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。 
 
 
 

【6 月の講座・イベント】 

☆  1 日（水）すくすくステーション(助産師相談) 

☆15 日（水）エンジョイえいご（2 部制） 

☆16 日（木）親子 de ヨガ（2 部制） 

☆18 日（土）おたんじょうび♪（6 月生まれ） 

☆23 日（木）絵本の会読み聞かせ 

☆25 日（土）おんがく遊び 

☆29 日（水）助産師さんとふれあいタイム 
 

通常は【事前申込制・先着順】となりますが、 
一部抽選・申込みなしの講座もございます。 
詳細については記載の QR コードよりホームページで 
ご確認ください。 
http://www.osaka-kosodate.net/plaza/chuo/ 

 

【申込み・問い合わせ先】 
℡06-6213-2171  
中央区島之内 2-12-6 

 

 
 

 

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

６月は未定　　5/23（月）9：30～10：30

特に予定はありません
≪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

幼稚園・保育園情報（未就園児向け）

6/8（水）、22（水）・・・事前予約制　※詳細はHPをご覧ください

ふれあいデー（園庭開放）・・・水曜日 6/15（南大江子育て応援団）

未定

未定

未定

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑳ 
  

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） 
  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。 
 

★保健師相談 

  ★医療相談を行っています。 

  日時は広場内に掲示しています。 

  詳しくは電話でお問合せください。 
 

中央区谷町 6-14-23（1 階） 

℡090-5369-9209 
 

 

㉒ 

 
  
“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
除科目あります。ご相談ください。 

 ※資格のない方は、提供会員講座受講で活
動ができます。 

 
【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 

 

⑱ 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 

♪ブックスタート♪ 
3 か月児健診の対象となる親子に絵本をプ

レゼントし、絵本についてお話しと読み聞か

せ体験をおこなっています。 

※各会場に要予約 

 

【実施会場】中央子育て支援センター 

たなかキッズクラブ 

中央区子ども・子育てプラザ 

ウーミーカフェ 

 

（3 か月健診案内同封の引換券持参） 

 

 

【中央子育てわいわいねっと】 
設立 2004 年３月  

「中央区に子育てネットワークを」と 

自主サークル 5、支援機関４で活動開始。 

2008 年 各地域子育て応援団からの参加。 

2014 年 8 月 子育て支援室参加。 

 

主な活動  

※わいわいねっと新聞の編集＆発行 

2004 年 6 月号初版 

2007 年 9 月保健センター健診で配布可能に。 
 

※運動会（2020 年より縮小し開催） 

  バザー・幼稚園情報交換会（中止中） 

  他子育てイベントへの補助など 

 
   
   

 

ご予約・お問合せは公式 LINE から↓ 
中央区天満橋京町 1-1 
京阪シティモール 2F 
TEL：06-6360-4616  
HP:https://umisodate.com 

 

大阪市つどいの広場 

たなかキッズクラブ 

 

中央区 
子ども・子育てプラザ 

 

ファミリー・サポート・センター

中央支部 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

わいわいけいじばん 

【編集後記】～変化に順応しながら、ポジティブに！～ 
 春があっと言う間に過ぎ、初夏を思わせる暑い日も…。桜が咲く
頃だけは比較的寒い？日が続き、入学式まで桜が散らずに待ってい
てくれた（＾＾）笑顔に桜はとても似合うと思う。四季があるから
桜は奇麗に咲く！このところ、四季の配分（？）が怪しい。半袖で
も暑い日からコートが必要な日に…衣替えができない。まあ、毎
年、衣替えが間に合ってないのでほぼ、心配はなかったけれど(笑) 
フィリピン出身のママが「日本人大変ね～フィリピン、ずっと夏ね
～」と笑っていた。でも今、あなたは日本に居る。 

新学期になって、ほぼ、1 か月が経とうとしています。新しい環
境には慣れましたか？保育園、幼稚園の慣らし保育も終わり、そろ
そろ平常保育に突入！大人も疲れが出てくる頃ですね。子どもはマ
イペース…誰もが自分のペースを守っていくので、大人もみんなマ
イペースなのですが、大人の方が周りを気にするので、変化に弱い
ようです…早くも馴染んで楽しく園生活をエンジョイしているかも
しれませんね。 
  

 

 

『
『中央区子育て支援 

パンフレット』                    

ができました。 
保育園や幼稚園入園に向けて
の準備や子ども用防災リュッ
クの作り方など 
子育てお役立ち情報も掲載し
ています。 
 

      
『おとうさんのかさ』 

三浦 太郎 作    

のら書店    （書誌 ID 0012527435） 

雨が降ってきて、お父さんのことが心配になったメル

シーちゃんは、お父さんの大きな傘をさして迎えに行き

ます。お父さんの傘は飛ばされそうなくらい大きくて、

前もよく見えません。その傘の中に次々と、カナリア、

ネズミ、ネコがずぶぬれになって入ってきます。最後に

入ってきたのは…。 

強い風にあおられ、お父さんの傘は空に飛ばされてし

まいますが、そこに現れたのはお父さんでした。久しぶ

りにお父さんのおんぶで帰るメルシーちゃんは、雨の

中、嬉しさでいっぱいです。 

幼い女の子のお父さんを思う気持ち、お父さんとの心

のふれあいが描かれたステキな絵本です。あとがきの

「最後のおんぶ」に記された作者の言葉も必見です。 

親子で一緒に楽しんでみませんか。 

姉妹編に、メルシーちゃんがお母さんにお花をたくさ

ん摘んで帰る『おはなをどうぞ』があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

安まちメールは、 
「犯罪発生情報」「防犯対策情報」を警察から
電子メールでリアルタイムにお知らせする、
大阪府警察の情報提供サービスです。 
 
「犯罪被害情報」では、ひったくり、子ど
も・女性被害、特殊詐欺、不審者などの情報
を配信しています。 
 
【登録方法】 
☆直接メールで登録 
【mail】touroku@info.police.pref.osaka.jp 
★インターネットで登録 
 【大阪府警察 安まちメール】で検索 
※ご登録上の注意点をよくお読みになってご利用ください 
 
 
 
 
 

区役所４階４３番窓口や保健センター、 

その他区内の子育て支援施設にて配布しています。            

安まちメール 
で安全・安心！！ 

－図書館司書おすすめの一冊－ 

 中央区子ども・子育てプラザでは、
毎月その月のお誕生日のお子様に、
記念撮影をしていただけます♪ 

 
☆手作りバースデーカードのお渡し 

カードは３種類！ 
パンダ・ペンギン・ライオンから 
選んでね♪ 

☆可愛い壁面で写真撮影 
 ご自身のスマホ・カメラでの撮影 

 となります。 
 ※壁面は・・・見てのお楽しみ♪ 
  ご好評いただいてます！ 
 
 ※実施日は㉑又はプラザホームページをご確認ください 

 

「さあ！元気にこの時期を乗り切りましょう。元気の素を紹介します」 
◆免疫力アップ食材編ベスト 10…１ヨーグルト、2 みかん、3 バナ

ナ、4 にんじんジュース、5 緑茶、6 干し柿、7 キムチ、8 納豆、9
キウイ、10 アーモンド 食材なのでそのまま食べることができます！ 

◆免疫力をアップする食事！4 つのポイント 
★良質のたんぱく質で粘膜や免疫細胞をパワーアップ 
★乳酸菌や食物繊維で腸を元気に 
★ビタミン A（βカロテン）で粘膜を強くして喉や鼻をガード 
★ビタミン C、E で免疫力を活性化！   

◆メインのおかず●豚肉のきのこ巻き●かぼちゃのカレー炒め●ブロッ
コリーとシーチキンのサラダ●ひじきの煮物●具だくさん味噌汁●卯
の花（おから）など 

 そして、清潔、適度な運動、睡眠・休息、保温・保湿＋前向きな気持
ち・笑顔（＾＾）が大切。敵も紹介しておきましょう。肥満・生活習
慣病、暴飲暴食、喫煙、冷え、睡眠不足、ストレス（――）             
＜参考：免疫力を上げる食の本＞ 

長い連休が控えています。疲れを溜めないように、美味しいもの＋免疫
力アップに気を付けて過ごしましょう（＾＾）                                     

（Ｍ） 

 

こどもを  
守る！！ 


