
すみちゃんの子育て情報
子育てに関して不安や悩みを抱えていませんか？　保護者もお互いに気軽に話し合いや、情報交換をしてみんなで支えあいましょう。
（問い合わせについては、各施設にご連絡ください。） ※当日会場の都合により変更になる場合がありますので、ご了承ください。

㉖つどいの広場 藤わくわく　6697-2131　山之内元町6-2

開園時間…10：00～15：00　利 用 料…無料
休 園 日…毎週木曜日、日曜日、祝日、お盆、年末年始
対 象 者…乳幼児(０～３歳児)およびその保護者

月～金(土・日・祝・年末年始は休み)

9：30～12：00、13：00～15：30

月～金（土・日・祝・年末年始は休み）

10：00～12：00、13：30～16：30

㉓住吉子育て支援センター
6672-3912　帝塚山東5-5-16

◆ブックスタート(要予約)
☆6月6日(水)／7月4日(水)
　10：00～10：30

◆大型遊具で遊ぼう
トンネルやフープ、ミニシーソーで元気
に遊ぼう(午前中、4F多目的室)

◆園庭開放
(つどい開設日…10：30～14：30)
園庭・中庭にて、固定遊具(つり橋、東屋、
砂場)、スクーター等の遊び。雨天時、小
さなお子さんは、1Fつどいの部屋をご利
用ください。

◆給食体験(要予約)
　月２回、１回３組限定

◆土曜日園庭開放
ファミリー開放日、但し小学生・就園児
はご遠慮くださいね。固定遊具、平均台、
樹々一杯のお散歩も楽しめる中庭、是非
家族で遊びに来てくださいね。

月

火

水

金

土
・園庭開放…ファミリー開放日(10：30～)
・手作り玩具の会　10：00～13：00 第3土曜日(要予約)

・大型遊具で遊ぼう(午前中・4F多目的室)
・昼食(軽食持参O.K.) 1F食事コーナー有り

第1…絵本の読み聞かせ　10：30～10：45
第2…給食体験　11：30～12：30(要予約)
第3…給食体験　11：30～12：30(要予約)
第4…みんなでおはなししよう(おにぎり、味噌汁付)
　 　11：00～(参加無料)

第2…カレンダー作り　午前中
第3…身体測定　10：00～
第4…カレンダー作り　午前中

終了後
園庭開放

第1…ブックスタート　10：00～10：30
第2…手遊び・歌遊び　10：30～11：00
第3…歌のミニコンサート　10：30～11：00
第4…諸々相談会/区社協相談員の方来園
　 　10：00～11：30
※ブックスタートは要予約

①あびこ幼稚園
6691-0029　南住吉4-1-25

しゃぼん玉で遊ぼう!!

☆6月13日(水)14：00～15：00

☆園庭

※雨天時は、20日(水)に延期

水遊び＆えのぐ遊び

☆7月11日(水)14：00～15：00

☆園庭

※雨天時は、18日(水)に延期

③長居幼稚園
6691-0190　長居東3-8-32

＜よちよちくらぶ＞

新聞紙であそぼう

☆6月30日(土)10：00～11：30

☆幼稚園 保育室

プールあそび（雨天/室内あそび）

☆7月7日(土)10：00～11：30

☆幼稚園 屋上

要電話
予約

要電話
予約

要電話
予約

6/1～予約受付

6/30～予約受付

先着25名

④東粉浜幼稚園
6671-7875　東粉浜2-11-14

０歳 ふれあい教室
☆6月11日(月)、7月9日(月)
　10：00～11：30
１歳 親子教室
☆6月5日(火)、6月12日(火)
　6月19日(火)、6月26日(火)
　10：10～12：00
２歳 親子教室
☆7月10日(火)、7月24日(火)
　10：10～12：00
☆場所はすべて子育て支援センタールーム

すべて要予約

楽しい人形劇 みんな見においで！

☆6月19日(火)10：30～11：30

☆多目的ホール

ペットボトルで遊ぼう！

☆7月24日(火)10：30～11：30

☆多目的ホール ※前日の
　12時まで

②建国幼稚園
6691-1231　遠里小野2-3-13

ぴょんあり

☆6月13日、７月11日(水)
10：00～13：00
☆幼稚園遊戯室・園庭

園児と一緒に体操したり、お歌を歌っ
たりした後、ぴょんありさんの活動が
あります。その後、給食を食べて頂い
て、園庭開放後、解散となります。
給食の準備がありますので一週間前に
電話でお申し込みをお願いします。

⑥ひまわり幼稚園　6698-3272　苅田5-17-25

要予約 要予約ぴよちゃん教室

☆毎週火曜日 10：00～11：00

学研が主催する親子教室です。
年間のカリキュラムを組んでいますので、月３
回火曜日に親子で登園していただきます。カリ
キュラムが進むにつれて、母子分離が始まり、
10月頃からは少しずつお子様だけが教室に入る
時間をつくっています。
入会金：2000円、月謝：5000円

☆ひまわり幼稚園内

セサミルーム　水曜日クラス

☆毎週水曜日 10：00～11：30
（お子様が慣れるまでは11時まで）

幼稚園の入園にむけて、園での生活に少しずつ
慣れるようお子様だけを預かる教室です。月３
回水曜日に登園、保護者の方は幼稚園で待機し
ません。３学期ごろになると給食体験も予定し
ています。

入会金：2000円、月謝：6000円

☆ひまわり幼稚園内

おもちゃ作り講座
☆6月7日(木)10：10～12：00

歯みがき講座（歯科衛生士来館予定）

☆6月21日(木)10：10～12：00

七夕飾り作り講座
☆7月4日(水)10：10～12：00

ブックスタート
☆6月19日(火)、7月17日(火)、
　14：00～14：30
☆場所はすべて子育て支援センタールーム

⑯こぐま保育園
6694-9192　殿辻1-6-15

泥んこ遊び
☆6月20日(水)
10：00～10：45
☆こぐま保育園
※対象：1歳位から

色水あそび
☆7月25日(水)
10：00～10：45
☆こぐま保育園
※対象：1歳位から

㉕つどいの広場
　シュッポッポすみよし

090-6737-9647　清水丘2-4-7 ﾒｿﾞﾝﾌﾞﾗﾝ101

月～金　10：00～15：00

ブックスタート

☆6月15日(金)、7月20日(金 )

　11：00～11：30
※電話予約の上、引換券をお持ちください。

ハンドトリートメント

☆6月20日(水)10：00～15：00
※アロマオイルでハンドトリートメント
　(アロマオイル代100円)

おしゃべりカフェ

☆6月27日(水)13：00～
※アロマで虫除けスプレーを手作り
　しよう♪　材料費200円

保健師さんとおしゃべり♪

☆7月2日(月)10：30～11：30
※保健師さんと楽しくお話ししましょう♪

ゆるリラ

☆7月5日(木)11：00～11：30
※ゆる～り体をほぐしましょう♪

救命救急のおはなし

☆7月25日(水)13：30～14：30
※すみよし消防署の職員さんをお招きします

☆場所はすべて広場内 ブックスタートのみ
要予約

㉒つどいの広場 浅香東
6697-6505　浅香1-1-24

健康講座（歯のおはなし）

☆6月13日(水)10：30～11：30

※看護師来館予定

離乳食講座

☆7月17日(火)14：00～15：00

※栄養士来館予定

ブックスタート

☆6月26日(火)／7月24日(火)

☆13：30～14：00

☆場所はすべてあそびのひろば

すべて要予約

いずれも要電話予約

七夕製作

☆6月23日(土)9：30～11：00 ☆２階保育室

プールあそび

☆7月28日(土)9：30～11：00

☆２階保育室・テラス

⑭ひまわり乳児保育園
6697-8450　苅田3-12-7

所庭開放

☆6月21日(木)10：00～11：00

☆所庭（雨天中止）

要電話予約⑫市立浅香東保育所
6697-5987　浅香1-1-24

所庭開放

☆6月25日(月)10：00～11：00
☆保育所の所庭　※雨天中止

㉑市立苅田南保育所
6698-8500　苅田9-1-12

⑪市立住吉幼稚園
6671-4459　帝塚山西4-2-37

あそぼうデー

☆6月14日(木)、7月4日(水)

　9：00～11：00　☆幼稚園

⑦よさみ幼稚園
6551-6836　我孫子2-10-5

電話予約可ぴよぴよルーム

☆6月20日(水)、7月18日（水）
　14：00～15：00
☆幼稚園教室および園庭

⑨東よさみ幼稚園
6698-0227　苅田1-7-19

にこちゃんルーム

☆6月20日(水)14：00～15：00
☆保育室

☆7月31日(火)10：30～11：30
☆保育室、園庭

体を拭くタオルやぬれても良い服、
水筒をご持参ください

⑩万代幼稚園
6671-4320　万代3-6-15

要電話予約

園庭開放

☆6月20日(水)、7月4日(水)

　10：00～11：00

☆万代幼稚園園庭

⑲市立住吉乳児保育所
6672-3831　帝塚山東5-5-16

地域交流
☆7月18日(水)
　10：00～11：00
☆保育所 所庭

子育てひろば「かきの木」

☆6月6、13、20、27日(水)10：00～11：30

☆7月4、11、18、25日(水)10：00～11：30

☆乳児センター ５階ホール
※参加費100円をいただいています。

※7月25日(水)は行事の都合でお休みになるかもしれません。

⑬長居保育園
6691-3669　長居東4-11-16

要電話予約

子育てサロン（マミーズカフェ）

☆6月1日(金)から通年で10：15～12：00

☆Mandai child Center(保育園１階)
　火・金(通年)親子あそび
　６ヶ月～２歳親子
　水(月２回)ワークショップ
　他の日　子育てサロン
　詳しい日程はお問い合わせください

⑰まんだいぷち保育園
7509-5323　万代3-6-15

＜にこにこクラブ＞

感触あそび
☆6月21日(木)
　10：00～11：00 
☆保育室

水あそび
☆7月19日(木)
　10：00～11：00 
☆ベランダ

※前日まで
(10時～15時)

いずれも
要電話予約

いずれも
要電話予約

⑮山之内保育園
6695-4677　山之内4-2-23

㉔四恩子育て支援センター
6607-3311　苅田4-3-9

火・木 わんぱくクラブ ２歳～就園前

５ヶ月位まで

２歳まで

ミニミニぴよぴよクラブ
(ベビーマッサージ)

水

金 ぴよぴよクラブ

要予約乳幼児クラブ　10：00～11：30

すべて要予約
ブックスタート
☆6月12日(火)、7月10日(火)
　10：00～10：30

日曜開放
☆6月3日(日)10：00～12：00

育児すくすくクラブ(就園前まで)
☆6月27日(水)10：00～11：30
「保育園・幼稚園について」
　講師：住吉区子育てコーディネーター

☆7月11日(水)10：00～11：30

「小児保健①」
　講師：乳児院助産師

☆場所はすべて３Ｆ児童館

火～土…10：00～15：00(月曜閉館)
　　　　３Ｆ児童館

※プログラムがある時は、11：30以降に遊びに　
きて下さい。

(プログラムの日程は各自おたよりでご確認か　

お問い合わせ下さい。）

要電話予約なかよしパンダ

親子で楽しく製作

☆6月20日(水)10：20～11：20

水あそび

☆7月11日(水)10：20～11：20
☆保育室
※どちらも親子で参加

⑧愛児幼稚園
6691-0502　長居西3-1-14

いずれも
要予約

⑤市立墨江幼稚園
6671-6516　墨江2-3-17

ふれあいデー
☆6月14日(木)10：00～11：00
☆園庭、遊戯室
☆7月23日(月)・24日(火)
　10：30～11：15
☆プール　※雨天の場合　中止

⑳大領保育園
6691-1601　大領1-3-30

プレイめだか
☆7月14日(土)
　10：00～11：00
☆保育園 園庭

⑱市立万領保育所
6694-1623　万代東4-1-29

よっといデー

☆6月15日(金)

　7月20日(金)
　10：00～11：00
☆保育所 所庭

（13：30から受付開始）

（10：00から受付開始）


