
日時 内容 定員 備考

2 月 3 日（金）

10：30～10：50

2 月 4 日（土）

11：00～11：30

2 月 8 日（水）

10：30～10：50

2 月 10 日（金）

10：30～11：30

2 月 14 日（火）

10：30～11：00

2 月 16 日（木）

10：00～11：45

2 月 22 日（水）

10：30～11：30

2 月 24 日（金）

10：30～10：50

※ブックスタートも開催中。2/18（土）10：30～11：00です。（要予約）

※つどいの広場・なかよし広場の利用など、プラザだより・HPでご確認ください。

【お問い合わせ】東住吉区子ども・子育てプラザ（東住吉区東田辺2-11-28）℡06-6699-3600

0歳さんのじかん

8組
抽選

（当選者のみ
    電話連絡）

対象：0歳児と保護者（1名）
申込：1/27（金）～2/2（木）
抽選日：2/3（金）

乳幼児の行事・イベント（2月）

おはなしいっぱい
対象：乳幼児と保護者
申込：不要

20組程度

節分の日
対象：乳幼児と保護者
申込：不要

20組程度

パパとあそぼう！ 先着20組
対象：乳幼児とお父さん
申込：1/24（火）～先着順
　　　（電話のみ受付）

おやこでつくろう

10組
抽選

（当選者のみ
    電話連絡）

対象：1歳以上の幼児と保護者（1名）
申込：1/31（火）～2/5（日）
抽選日：2/7（火）

※イベント・講座申込受付は、9：30～17：30です。

2月生まれおたんじょうかい 20組程度
対象：乳幼児と保護者
申込：不要
2月生まれ以外の方も参加できます。

20組程度

ベビーマッサージ

8組
抽選

（当選者のみ
    電話連絡）

対象：首がすわった位から生後8か月
までの乳児と保護者（1名）
申込：2/8（水）～2/14（火）
抽選日：2/15（水）
※初めて受講される方、優先

対象：乳幼児と保護者
申込：不要

おおきくなったかな？
～身体測定～

 

  

 

　3日（金）

 10日（金）

ぽかぽかひろば･･･3ヶ月～概ね３歳未満の親子が一緒にあそべる広場です。

　　　　　　　　 月～金曜日　9：00～12：00　13：00～15：00

         　　　　　但し  水曜日9：00～12：00　金曜日13：00～15：00は赤ちゃん広場（1歳未満の親子）

ブックスタート  13：15～13：30　予約制【３か月健診の案内をうけ、引換券をお持ちの親子】

保健師さんによる身体測定・健康相談　10：00～11：15

◆電話相談（月～金）10：00～15：00までおこなっています。（秘密厳守）
来館での相談は、電話で予約をしてください。　06-6692-0161

つどいの広場矢田教育の森（東住吉区矢田5-2-12）

2月の予定

  3日（金）食育担当による『離乳食の進め方』　　時間：13：40～14：30
　　　　　　基本のだし汁の取り方や、離乳食の進め方の話や実演。
　　　　　　離乳食の実物展示などをします。質問や相談に応じます。
　　　　　　対象：3ヶ月～1歳未満の子どもと保護者
　　　　　　受付期間：1/16（月）～1/27（金）　　　募集：先着5組

    ミニプログラム予定表(プログラムは自由参加です。）

日程

     1日（水)

   　8日（水）

   10日（金）

   14日（火） 各回　2組

   20日（月）

   24日（金)

   27日（月）

　　　　　　　　～人と人がつながる町づくりを目指して～

☆インスタグラムを始めました！

　　　　URL:http://www.heart-fd.jp   　広場の情報などを載せています

　ので、ご覧ください。

内容

2/27
(月）

1部 10時半～ 12時
英語で歌おう　（時間など詳細は広場にて）

お母さんの折り紙講座（詳細は広場にて）
2部 13時～ 14時半

親子遊び（詳細は広場にて）

2月のつどいの広場　　ハート広場(地域子育て支援拠点事業　大阪市委託事業）

　　　　月～金曜日　10：00～15：00オープン(基本的に土･日･祝日はお休み）

　　　　ランチタイムは、当分実施しません。本の貸し出しもしています。 簡単スクラップブッキング
要予約(広場にて）

特定非営利活動法人ハートフレンド

読み聞かせ（詳細は広場にて） ※出席シール１０枚にて参加い ただけ ます

ブックスタート(詳細は欄外）

2月生まれのお誕生日会（詳細は広場にて） ブックスタート・要予約

簡単スクラップブッキング（詳細は欄外）

＊新型コロナウイルス感染症の発生状況によって、講座が 2/20(月)　1部　11：00～
中止・変更になる場合がありますので、ご了承ください。 　（各5組）　2部　13：00～

ハートフレンドのホームページもご覧ください。

〒546-0041　大阪市東住吉区桑津5-13-48
☎：6719-6101

子どもが主人公になる居場所づくり 予約は、お電話または広場にて
06-6719-6101

当日は引換券をご持参ください

幼稚園 日 時間 問合せ・ＴＥＬ

田辺幼稚園 2月7日（火） 園庭開放9：30～11：00（雨天中止）
山坂1-19-24
6622-1788

2月14日（火） 室内開放　10：00～10：45（予約不要）

2月28日（火）
園庭開放　10：00～10：45（予約不要）

※雨天時は室内開放

認定こども園
中野幼稚園

2月8日（水） 園庭開放　10：45～11：45
湯里1-13-6

６７０２ー００３２

毎週火・木曜日
園庭開放　15：00～16：00（予約不要）

※2/9・16・23（木）はお休みです。

2月18日（土） 園庭開放　9：00～11：00（予約不要）

認定こども園
さつき幼稚園

2月1・8日（水） 園庭開放　9：45～11：15（予約不要・雨天中止）
西今川2-4-12

６７０２ー３７８０

照ヶ丘幼稚園
2月1日（水）
・20日（月）

園庭開放　10：00～11：00（雨天中止）
矢田2-18-16

６６９７ー１４３７

認定こども園
プール幼稚園

毎週木曜日
10：15～11：30（要予約）

詳細はホームページをご覧ください。
矢田3-2-18

６６９８ー７７００

平和幼稚園
田辺4-13-9
6621-8838

田辺6-6-13
６６２２ー３８９７

※園内見学は随時受付中です。※新型コロナウイルス感染状況により、中止になる場合があります。

城南学園
幼稚園

山坂4-16-16
６６９２ー３２０４

認定こども園
今川幼稚園

照ヶ丘矢田2-23-17

６７０２ー５２００

詳しくはＨＰ・

Facebook・LINE・

Instagraｍに掲載

認定こども園
育和学園

生長幼稚園

園のホームページをご覧ください

2月22日（水）
親子の広場　10：00～11：00（要予約）

詳しくは園のホームページをご覧ください。

西今川1-19-2
６７１３ー０５５２

認定こども園
育和学園幼稚園

認定こども園
二葉幼稚園

北田辺6-14-26
６６２２ー１５７１

毎週月曜日 園見学　11：00～16：00（要予約）

2月2日（木）
体育あそび　2～3歳児　11：30～12：00（要予約）

※その後12：30まで園庭で遊んでいただけます。
新型コロナウイルス感染状況により中止になる場合があります。

桑津5-15-1
６７１４－１４５５

認定こども園
勝山愛和

第四幼稚園

園にお問い合わせください
第二すみれ

幼稚園
杭全2-11-23

６７１３－０４３１

園にお問い合わせください

保育所 日 時間・内容 問合せ・ＴＥＬ

保育園 日 時間・内容 問合せ・ＴＥＬ

城南学園保育園 2月8日（水）
パネルシアター（やだっとちゃん）（要予約・5組）

10：00～11：00　2/1（水）～受付
照ヶ丘矢田2-23-13

6702-9260

西今川1-6-2

6713-1558

室内遊び　木のおもちゃで遊ぶ

10：00～11：00

認定こども園
湯里保育園

2月2・9・16日(木)
21日(火)

園庭開放（雨天中止）
10：00～11：00

中野4-14-6
6705-0595

ニチイキッズ
東住吉保育園

2月8日（水）
身体測定・絵本・手遊びなど

10：00～10：30
湯里5-19-9
6770-5191

アップル保育園
中野

中野3-6-15
サンソレイユ中野1階

6769-1170

アップル保育園
東住吉

中野3-6-15
サンソレイユ中野206

6797-1170

アップル保育園
東田辺

2月16日（木）
園庭遊び　10：00～10：30
親子2組　当日までに要予約

東田辺1-13-4
（東住吉区役所内）

4399-1170

育和学園
小規模保育園

今川4-7-22
6708-3660

めばえ保育園 2月の園庭開放はお休み

2月の園庭開放はお休み

矢田北保育園

矢田2-11-18
6699-9869

2月の所庭開放はお休み矢田第３保育所

2月14日(火)
照ヶ丘矢田2-17-4

6702-2610

2月の園庭開放はお休み

2月の園庭開放はお休み

東田辺コティ保育園
東田辺3-16-5
6692-1900

鷹合1-5-16
6696-3891

矢田5-2-12
6692-0053

南田辺3-4-26
6696-5525

矢田教育の森 保育所

鷹合保育所

新生保育園

2月15日（水）

2月10日（金）

10：00～11：00（雨天中止）

10：00～11：00（雨天中止）

★感染症が拡大している場合は、急遽中止になる場合があります。

★前日までの予約です。1日5組。詳しくは、保育所までお問い合わせください。

★参加される時は、帽子・お着換え・お茶などを各自で準備してくださるようお願いします。

★日程・内容などは、都合により変更される場合があります。

参加される場合は、各所に問合せをして参加してください。（問合せ時間：10：00～17：00）

2月
1・8・15・22日(水)

園庭開放（雨天中止　要予約）
9：30～10：30

2月17日（金）
園庭開放　（雨天中止）

10：00～11：00　※事前に開催確認必要

月～金曜日　　１０：００～１６：００まで親子で自由に遊べます。
■自由あそび以外のプログラム（2月）■

日程 時間
要予約

６組

今川学園保育士と 要予約

布遊び ６組

要予約

６組

要予約  ⓵１０：００～

各６組  ⓶１４：００～

要予約  ⓵１０：１５～

各６組  ⓶１４：１５～

要予約

６組

要予約 親子交流の

各６組 実施時間内

●すべてのイベント実施時間内はイベント参加者のみの利用になります

６日（月）

ブックスタート １０：４５～

手形フレーム作り

ひなまつり製作

８日（水）

１４日（火）

2０日（月）

１４：１５～１５：００

内容

３日（金） おはなしたまてばこ １０：３０～

　　　①１０：００～１１：３０

●予約は『ひまわり』までお電話ください

●手形フレーム作りは、おひとり様年1回です

ぴよぴよタイム

27日（月） 身体測定

『ひまわり』の予約について
※実施時間・・・3部の入れ替え制になります。

（10分前の入れ替え制になります。）

2２日（水） １４：００～１５：３０

　090－6406－4076 　   住所：東住吉区今川2-3-15

※来所の際はマスク着用をお願いします。（乳幼児は任意とします）　　

●すべてのイベント予約は2週間前から前日までの受付けになります
●イベント以外の日はすべて前日予約となります
●ご利用は1組につき大人1名でお願いします

※予約方法・・前日１０：００から受付け開始
　　　　　　（月曜日の予約は金曜日にお願いします）

　　　②１２：００～１３：３０
　　　③１４：００～１５：３０

（あいだの３０分は消毒時間にあてさせていただきます。）
※定員・・・各時間6組まで

★ぽけっとルーム(10：00～15：00)入園前の親子で遊べるお部屋が２ケ園あります。
天宗東住吉園（住道矢田2-12-21）園内３F
育和白鷺学園今林園（今林2-11-6）園内２F

♪月・火・木・・・10：00～11：45　13：15～14：45 (0歳～未就園児の日）
♪水・・・・・・・・・10：00～11：45　13：15～14：45 (１歳～２歳未満の日) 
♪金・・・・・・・・・10：00～11：45　13：15～14：45 (１歳未満の日)

日程 時間 場所 内容 申込み

ぽけっとスタッフと一緒に

園庭あそび(６組)

ぽけっとスタッフと一緒に

園庭あそび(６組)

ぽけっとスタッフと一緒に

園庭あそび(８組)

出張ファミサポ

（5組)

ママヨガ＆ベビーヨガ

（０歳の赤ちゃん：4組）

講師：谷内摩耶先生

ぽけっとスタッフと一緒に

園庭あそび(10組)

ぽけっとスタッフと一緒に

園庭あそび(６組)

出張ファミサポ

（5組)

ぽけっとスタッフと一緒に

園庭あそび（８組)

10：30～11：00

13：30～14：00

ぽけっとスタッフと一緒に

園庭あそび（６組)

友愛センター北田辺 リトミックあそび

(北田辺6-11-4) (８組)

10：30～11：00

13：30～14：00

育和白鷺学園今林園 2月生まれお誕生会

天宗東住吉園 （各園4組）

2/9(木) 10：30～11：45 育和白鷺学園今林園

2/2(木) 10：00～11：00 矢田北保育園

2/4(土) 10：00～11：00 太陽保育園

ブックスタート

2/13(月) 10：00～11：30 天宗東住吉園

2/14(火) 10：00～11：00 新生保育園

2/16(木） 10：00～11：00 めぐむ保育園

2/17(金） 育和白鷺学園今林園 ブックスタート

　　　　　　　　　　　　　＊援助依頼には、センターにてペアリングが必要です。

2/22(水） 10：30～11：45

2/27(月） 10：00～11：45

2/24(金） 天宗東住吉園

2/15　9：00～　電話受付

2/20　9：00～　電話受付

当日まで電話受付

＊お部屋の予約は、前日９：００～電話受付・当日も空きがあれば利用可

1/26　9：00～　電話受付

1/27　9：00～　電話受付

2/6(月) 10：00～11：30 育和白鷺学園今林園 1/30　9：00～　電話受付

2/7(火）

＊出張ファミサポ・・・ファミリー・サポート・センターの利用方法の詳細説明・入会手続きができます。

育和白鷺学園今林園

10：00～11：30 天宗東住吉園 1/31　9：00～　電話受付

2/2   9：00～　電話受付

2/6　9：00～　電話受付

2/7　9：00～　電話受付

ぽけっと事務所　　　　６７６０－０３２１

2/8　9：00～　電話受付

2/9　9：00～　電話受付

当日まで電話受付

2/21(火） 10：00～11：00 育和白鷺学園杭全園 2/14　9：00～　電話受付

2/15(水） 10：00～11：30

＜ぽけっとHP＞

（お便りも掲載）


