以下の行事は無料、前日15時までの事前申込制・先着順です。
ワクチン接種有無に係わらずマスクの着用をお願いします(就学前のお子様は必要ありません)。
体温測定へのご協力をお願いすることがあります。

桑津

○おはなし会

北田辺

10月1・8・22・29日（土）14：00～14：30
場所 東住吉図書館内えほんコーナー

今川

定員 申込先着10人

田辺

○秋のおはなし会スペシャル
10月15日（土）14：00～15：00

南田辺

場所 東住吉会館大会議室（図書館と同じ建物の2階）
定員 申込先着20人 ☆10月6日（木）10時から申込受付開始

東田辺
南百済

○赤ちゃん向けおはなし会「だっこのじかん」
10月27日（木）15：30～15：45

湯里

場所 東住吉会館和室（図書館と同じ建物の2階）

鷹合

定員 申込先着5組
大阪市立東住吉図書館

地域

育和

電話０６-６６９９-７０００

矢田北
矢田東
矢田中

○東住吉区巡回日
サンヴァリエ針中野6号棟前
(湯里3-2)

10月1日(土)

14：25～15：05

市営矢田部住宅中央公園
(公園南矢田1-22)

10月6日(木)

14：25～15：00

矢田東小学校東門
(住道矢田2-7)

10月7日(金)

10：25～11：15

中町会公園
(杭全7-14)

10月15日(土)

10：20～11：20

平野白鷺公園
(今川6-7）

10月22日(土)

11：25～12：05

大阪市立中央図書館自動車文庫 電話０６-６５３９-３３０５

矢田西

場

所

住

所

杭全２-１１-１４
TEL ６７１３－２８７８
桑津５-1４-２１
桑津会館
TEL ６７１３－２８７１
北田辺１-８-４
北田辺会館
TEL ６７１４ー９９８０
西今川３-６-７
今川地域振興センター
TEL ６７０３－００９８
田辺２－１１－８
田辺中央会館
TEL ６６２２－７１７１
南田辺１-１０-３２
南田辺会館
TEL ６６２３－６０５０
駒川４-１０-５
東田辺会館
TEL ６６０８－７６２１
針中野４-１２-３９
南百済会館
TEL ６７０７－２１１７
湯里５-７-３
湯里社会福祉会館
TEL ６７０２－８３４９
鷹合４-１-３
鷹合会館
TEL ６６９７－３８２５
照ヶ丘矢田１-１３-１６
矢田北会館
TEL ６７９７－６９６６
住道矢田９-１-５
住道矢田福祉会館
TEL ６７９７ー１１３１
矢田３-８-７
矢田中ひまわり会館
TEL ６６９５－２８８０
南部文化
公園南矢田３-１８-８
コミュニティセンター
TEL ６６０８－００３８
育和社会福祉会館

開催日時
未定
１３：３０～１５：００
７・２１日 ※１
１０：００～１２：００
４・１８日 ※2
１３：３０～１５：００
２４日
１３：３０～１５：００
１２・２６日
１０：００～１１：３０
２８日 ※3
１０：００～１２：００
工事の為お休み
１０：００～１２：００
未定
１０：００～１２：００
１４日 ※4
１３：３０～１５：００
６・２０日 ※5
１３：３０～１４：３０
４・１８日 ※6
１０：００～１１：００
１２日 ※7
１０：３０～１１：３０
１２・２６日
１０：００～１１：３０
４・１８日
１３：３０～１５：３０

★祝日はお休みです。 開催月によっては１回になる場合があります。
★コロナウィルス感染症の拡大防止のため各会館の判断により時間短縮・人数制限
または中止される場合がございますので、ご了承ください。また緊急事態宣言下は
中止となる場合があります。 開催の有無につきましては、各会館にお問い合わせ
ください。
※１ １歳６か月児までは第1金曜日、１歳６か月児以上は第3金曜日
※２ 予約制、８組限定
※３ ０・２・３歳限定
※４ ０～３歳、５組限定
※５ 予約制、５組限定
※６ ８組限定
※７ 開催状況は随時ご確認ください

令和 5 年 4 月からの保育所（園）
・認定こども園（保育部分）
・小規模保育施設の利用を希望される方の申込
み受付を行います。すでに令和 4 年度の入所申込みを行い、利用が決定していない方もあらためて申込みが
必要です。
◆ 申込書配付期間 令和 4 年９月 5 日(月) ～ 令和 4 年１０月１7 日(月) ※土日祝除く
※市ホームページよりダウンロードも可能です。
◆ 受付期間

令和 4 年 10 月 3 日(月) ～ 令和 4 年１０月１7 日(月) ※土日祝除く

◆ 申込書配布場所 ①各保育施設
②保健福祉センター保健福祉課(区役所２階㉘番窓口)
③矢田出張所
①～③のいずれかで申込書類をもらい上記の受付期間中に「大阪市行政オンラインシステム」にて
面接の予約をとってください。

東住吉図書館から絵本の紹介

体を動かすのが気持ちいい季節になりました。声を出したり体操したり、
全身を使って楽しむ快感を思い出させてくれる絵本をご紹介します。

『どうぶつまねっこたいそう』
大森裕子/ さく 交通新聞社

「わにあるき おなかはゆかにくっつけて ずーりずーり」
"くまあるき"や"かにばしり"など色々な動物のまねっこ体操がでてきます。
巻末では、スポーツ科学の専門家がそれぞれの体操のコツと効果も紹介。
頭からつま先まで、動物たちと一緒に楽しく体を動かそう！

日時：毎月第2・4 水曜日
10：00～11：30
場所：矢田中ひまわり会館（6695-2880）
0 歳から未就学のお子様まで、ぬくもりのある畳の
部屋で、安心・安全なボーネルンドのおもちゃを手
に触れ、音楽を聴きながらすくすくと元気いっぱい
遊んでいます。子どもの日・クリスマスなどサプラ
イズをしています。保健師さん・助産師さんによる
保健指導もあります。気軽においでくださいね♪

『あーといってよあー』
上を向いて「あー」、長くのばして「あーーー」、嬉しい気持ちで「あー」。
声を出すことを楽しむ気持ちが伝わってきて、自分でも試してみたくなります。

『どんなふうにみえるの？』

※ 予約日当日は、申込書の受付と児童の面接を同時に行います。
必ず申込児童と一緒にお越しください。

【ご注意】
※ 他区の保育施設を希望する場合も、お住まいの東住吉区役所でお申込みください。
※ 必ず事前に見学に行き各施設の保育方針や保育料以外に徴収される雑費等ご確認ください。
（新型コロナウイルス感染症の影響で、見学不可の場合は電話やホームページ等で確認するようにし
てください。

小野寺悦子/ ぶん 堀川理万子/ え 福音館書店

「あー」と言う声が、さまざまな色や形で表現されています。

※ オンライン予約 令和４年９月９日（金）９時開始です。

日時：毎月第2・4 水曜日
10：00～12：00
場所：田辺中央会館（6622-7171）

詳細については、令和５年度申込案内冊子・区ホームページをご覧ください

林 木林/ 作 はた こうしろう/ 絵 鈴木出版

男の子が思い切り走ったり草の上で大の字になったりする姿が、
明るい色使いでいきいきと描かれています。
それを地球と遊んでいると捉える、スケールの大きさが魅力的です。

第2 水曜日は紙芝居、第 4 水曜日は保健師・
助産師さんによる保健指導があります。
おもちゃもたくさんありますよ～
ぜひ、お気軽においでくださいね。

【お問合せ】

東住吉区保健福祉センター保健福祉課(区役所 2 階 28 番窓口)
大阪市東住吉区東田辺 1-13-4
℡ 06(4399)9856

【東住吉子育てＯＨえん情報 編集委員会】
東住吉区保健福祉センター子育て支援室/東住吉区子ども・子育てプラザ/東住吉区社会福祉協議会
東住吉地域子育て支援センターぽけっと（私立保育園）

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、OH えん情報誌に掲載の各事業やイベントなどについては、各施設の判断により中止または
延期される場合があります。開催の有無につきましては、各施設にお問い合わせをいただきますようお願いします。

