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圃露（所庭）や偉膏璽で遍んでみませんか？名篇設では未就欄の璽子さん向けの
いろいろな覇組みをしています。騨織は名篇設にお問合せください。

［保育所・保育圃l
R4.41時点

-ti'ー一泊；罪!t--叶4'
〇大阪市立高松保育所 天王寺町南1-6-8 ff6627-3012 
0三明保育園 三明町1-2-24 tt6621-2700 
〇阿さひ保育園 旭町3•1•6 n6631-4718 
〇望之門保育園 阿倍野筋5-13-17 !l6651-7741 
0マナ乳児保育園 阿倍野筋5•12•10 n6653-6500 
0ナル内笈間保育園 阿倍野筋5-13-17 !t6651-0802 
0松の実保育園 阪南町1-16-10 ..6623-5400 
〇大阪市立阪南保育所 阪南町3-26-13 ft6623-0277 
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阪南旧」3-42-7 ..6622-3423 
阪南1DJ5-12•5 fl6621-1901 
北畠3-8-30 a6653-8627 
西田辺町2-1-12 tr6691-4104 

〇あい保育園昭和町 招和IDJ2-12-27 t16621-6077 
〇せいあい保育園 丸山通1-3-61 tt6651-2830 

0クオリスキッズあべの橋保育園松崎町2-5-24 ..6623-0737 
0りんリん保育園阪南町 阪南川」7-9-22 tt6695-3337 
0かがやきの森保育園あいおい相生通1-9-27 1!6652も200

®宙音つばさ保育園 北畠1-12-21 tt4399-0283 
※〇大阪市立高松保育所はR412月に天王寺町北J-2-14に移転し、社会福祉法人「鵡舟会」へ移管予定
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旭町1-4-46 ..6641-0598 
文の里3-6-10 ..6621-2903 
文の里3-15-28 ..6629-2323 

園 阪南町1-34-4 ..6627-1118 
昭和町4-3-19 ..6622-1008 

こども園 阪南町5-2-26 ..6622-3444 
つみこども園 阪南町3-22-8 ..6624-0557 

べの幼稚園 北昂3-7-5 ..6651-8649 
愛幼稚園 丸山通1-3-61 ..6651-8039 

（地域型保育事業所】
ぶ3t: ゴt“`il! 一;-'.-iF-ii,一

GI Four Leaf（フォーリーフ） 北畠1-12-12 1!7505-8615 
。；；；ぉぞら保育園阿倍野 美章園2-21-4 D4301-0123 
®エンジェルキッズ阿倍野園 天王寺町北2·1·9ローレルIIイツ中野2陪 1!6719-6666 
0キッズパレス 旭町1•6-3ハ＝ングピル2階 D6636-8151 
0キッズパレス美章園 美章園1-9-18ラフィネ美章園1階 D6629-1101 
0ひつじのおうち保育園 旭町3-2-5あべのシャルム200 1!6648-0839 
0キッズベアー文の里 文の里4-21-30ー桃ビル2階 D7507-1316 
0れもんのこ昭和町保育園 罰］匂4-9-26クローバー・グラン→T閉租訂1唇 D6655-0898 
0キッズベアー阿倍野 文の里1-1-40阿倍野区役所地下1階 D7506-9470 
0キッズハーモ＿＿•あべの 播磨町1-5-25阿倍野合同庁舎101 1!7176-2962 
〇あろは保育園阿倍野園 播磨町1-24-24 D6115-7612 
0 なかよしルーム阿倍野 共立通1-1-9 1!6651-8600 
®すまいる保育園すこやか 松崎町3-4松蔚第2住宅1号棟102 tt6654-7751 
〇すまいる保育園ほほえみ松崎町3-4松崎第2住宅1号棟103 D6654-8667 
0ロクマキッズ阿倍野園 天王寺1DJ北2-13-19 tt4305-7450 
〇アメリカンアカデミーあべの保育園 旭町3-1•2阿倍野第4住宅1号棟 203 D6556-7587 
Oあゆむ保育園 西田辺町2-10-8 tt6691-2800 

［幼稚園］
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酎属朝陽幼稚園天王寺町南2-26-32 I D6719-2710 
稚囮 松崎町3-11-35 ..6621-4413 

阪南町1-30-5 I D6622-2013 
王子町2-5-13 ..6621-9115 
橋本町6-16 I D6661-2996 
桃ヶ池町1-11-29 ..6621-0773 
相生通2-6-2 I D6661-7418 
西田辺町2-2-10 ..6691-1067 

［親子のつどい1
子どもたちの遵びを中心に親も子も交滋しながら、不安や悩みを解消し子青てを楽しむ0議から就学前の
親子さん向けです。おしゃべ1）をしながら、みんなで育ち合い、支え合う地域での子育てに、気軽にご参加
ください．

璽 開催場所 屯,:,1=1ら
高 松 0高松会館ぽ王寺町北2-24-4) 第3水曜10'00~11'30
常 盤 0常盤文化会館（阪南町1-11-39) 第2土曜, o·oo~ 12·00 
金 塚 0金塚ふれあい会館（旭町3-3-18) 第3火曜13'00~15'00
文の里 0文の里会館（昭和町1-6-6) 第3木曜1o·oo~ 12·00 
王 子 0王子福祉会館（阿倍野筋4-7-17) 第3木曜10'00~11'45
丸 山 0丸山小学校ミーティングルームはし山通1-4-43) 第4金曜1o·oo~ 12·00 
長 池 0長池連合会館伍改り町19-1) 第2水曜10'00~11.45
阿倍'1:1 0阿倍野湮合会館（阪南町2-13-29) 第4木曜1o·oo~ 12·00 
貼明丘 0晒明丘会館（北畠1-18-4） 第3金曜13 00~1430
阪 南 0阪南迂合会館（阪南町5-12-24) 第4月曜13'30~15'30

※開催こ所の使用状況により、日時ぢ所を変更するは合がありますので、各地区の主任児塑；；只または
区役所（生活支接）1!6622-9875に確点のうえ、こ参加qこさい·

に関する相談や地域で子育て

〇地域子育て支援センター＇， ー-- --....施設やサービスを紹介します！

（大阪市子育て支援拠点事業

阿さひ保育園「ほっこり」
保育所の機能や施設を活用し、
談や情報提供を行うとともに、
提供遊びの紹介などをしています。
四月～金曜

10:00-15:00 
I肘i曇4り司阿さひ保育園（旭町3-1

!!090-5675-3437 

阿倍野図書館
乳幼児向けの絵本の読み聞かせや、
親子で絵本を楽しむ場を提供して
います。
くぴよびよおたのしみ会＞
四第2火曜 11:00~11:30
＜ぴよびよひろば＞
四第2第4金曜 11:00-12:00
くおたのしみ会＞
四土曜 11:OO~11:30
舶ト｀

●

う阿倍野図書館
（阿倍野筋4-19-118) 116656-1009 

0こもものひろば

阿倍野筋
0~3歳未満の
親子が集える
居場所を提供
しています。

四月～金躍（祝日は休み）
9:30-12:00、13:00-15:30

Ii！ゃr中司NPO法人こももネット
（阿倍野筋5-1-17) ff6657-6966 

区社会福祉協議会
相談の受付や子育てのさまざまな情
報 を捉供しています。また、ポラン
ティアの養成子育てサークルの支援
などをしています。

I村吋弔寸区社会福祉協議会
（帝塚山1-3-8) !16628-1212 

薫型コロナウイルス隈染掘Uら止のため、行事を中止
していることがあります。事前にコ顧累ください

0こもものひろば王子町
0~3歳未満の親子が集える
居場所を提供しています。

g 月～金眠（祝日は休み）
9:30~12:00 13:00~15:30 

9対寺iEJNPO法人こももネット（王子町4-1-73)86628-7411

一
阿倍野区のすべての子膏て情藉はこちらから
https://codomoto.Jp/event 
＊阿倍野区および周辺で子 、、

育て中のママたちが作る�一
情報紙「子育て情報まま
ちっち」のスタッフが子連
れで行けるイベント情報
を集めて褐戟しています！

*1カ月の情輯がすべて載
っているカレンダーです。

---;;;——- ＿

一あなたの子育てを応援します。
匹妊娠期、0歳～18歳のお子さま
四月～金曜（年末年始祝日は休み）

9:00-17:30 
ロ五互3区役所（子育て支援）伺亘·薔）

（文の里l-l-40)!!6622-9865 

0ふらっとひろばままちっち

0~3歳未満の
親子が集える
居場所を
提供しています。
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EE9 月～金曜 （祝日は休み）9:30-14:30
l闊9閲拓』一般社団法人codomotoままちっち

（阪南町2-7-12) DOS0-3708-4807 

ファミリー•サポート・センター

阿倍野支部
子育てを「援助してほしい人（依頼会員）」と
「援助ができる人（提供会員）」を会員として、
子育てを支え合います。
（事前に登録が必要です）
I叶白●●4区子ども子育てプラザ内

1!6623-2096 

〇区子ども・

乳幼児と保；
気軽に遊び
交流できる
場を設けてい

匹火～日曜10
（月祝は休み

7/21-8/31 
舶Hi.司区子ども

（阪南町

0ままちっちひろば

0~3歳未満の
親子が集える
居場所を
提供しています。

I .,_ 
匹月～金曜（祝日は休み）

9.30~14:30 
likM•』一般社団法人codomotoままちっち

（昭和町5-10-3)ff7502-4059

つどいの広場（大阪市委託事業） 000000
子育て親子の交流、つどいの場の提供をしています。地域の子育て
情報の提供や、いろいろな講座やイベントの開催もしています。


