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子 育 て コ ー ナ ー

東住吉区子育て応援ナビもみてね！
◀ 田中 心絆ちゃん
（中野・
９か月）

集まれ☆なっぴーキッズ

これからも
その可愛い
笑顔を沢山
見せてね

※年齢・コメントは撮影当時のものです
※詳しくは東住吉区HPをご覧ください
※「@city.osaka.lg.jp」
からのメールを受信できる
メールアドレスでお申込ください

政策推進課 53番窓口

TEL

06-4399-9683

笑顔が1番！元気に育ってね！

大阪市教育委員会は、平成31年2月22日にスポーツ活動・文化活動などにおいて
顕著な成果をあげた児童・生徒、個人・団体に教育長表彰を、特に優れた成果をあげ
たものについては市長・教育長表彰を行いました。
※学年は表彰式時点
東住吉中学校2年生 美田 靖文 さん
第26回世界年齢別トランポリン競技選手権大会、
シンクロナイズド競技
（男子13〜14歳の部）第3位
桑津小学校5年生
池本 鷹雅 さん
JACジャパンアスリートカップ（空手） 小学校4年男子30ｋｇ未満
教育長
表彰

問

鷹合小学校6年生
宮崎 友花 さん
第34回若葉カップ全国小学生バドミントン大会

女子の部

今川小学校6年生
塚本 桃子 さん
今川小学校6年生
岡元 優紀 さん
第24回全国フットベースボール大会 優勝

区民企画課54番窓口

TEL

06-4399-9922

優勝

準優勝

みなさん、
おめでとう
ございます♪

おはなし会

赤ちゃんとの生活はいかがですか？
育児のことで悩んだり、
自分の時間をつくれずにしんどくなったりされていませんか？こ
の時期は、外出の機会も少なく、子育ての悩みや不安を一人で抱え込みがちになります。
そんなとき、外に出かけて他のお母さんたちとお話をするだけで気持ちが楽になること
があります。ぜひ赤ちゃんと一緒に遊びにお越しください！
と き 4月22日
（月）14：00〜15：00
ところ 東住吉区保健福祉センター（区役所1階）
対 象 おおよそ1〜3か月の乳児とその養育者
内 容 ・後輩妊婦さんへのアドバイス 〜出産体験談・子育て方法などをお話してください〜
・お母さん同士のフリートーク ・子育て情報の案内 ・体重・身長計測(希望者)
・個別相談など
TEL 06-4399-9968
問 保健福祉課
（健康づくり）14番窓口

おおきくなったかな？ 乳幼児さんの身長・体重を測ります
無料 申込不要
と き 4月18日
（木）10：00〜12：00
ところ プラザ １階 授乳室
対 象 乳幼児と保護者
定 員 なし 自由参加
TEL 06-6699-3600
問 東住吉区子ども・子育てプラザ

申込不要

き 4月4日
（木）16：00〜16：30 4月6・13・20・27日
（土）14：00〜14：30
4月11日
（木）11：00〜11：30、16：00〜16：30
ところ 東住吉図書館内えほんコーナー

赤ちゃん向けおはなし会
「だっこのじかん」

と き
ところ

無料

申込不要

4月25日
（木）15：30〜15：45
東住吉会館和室（図書館と同じ建物の2階）

だっこのじかんプラス

無料

申込不要

「だっこのじかん」
に続いて、
育児関連図書を自由に見ていただけます。
会場は出入り自由です。
と き 4月25日
（木）15：45〜16：30
ところ 東住吉会館和室（図書館と同じ建物の2階）
平成31年度子ども読書の日記念事業「赤ずきん＆ドロップスの春のおはなし会」

と き
ところ

4月28日
（日）14：00〜15：00
東住吉会館 大会議室（図書館と同じ建物の2階）

無料

申込不要

えほんを一緒に
たのしもう！
『わゴムはどのくらいのびるかしら?』
マイク・サーラー/ぶん ジェリー・ジョイナー/え
きしだ えりこ/やく ほるぷ出版

輪ゴムがどのくらい伸びるか、気になったことはありませんか？気になったこ
とがある方は、
このえほんで試していますので、ぜひチェックしてみてください。
えほんでは、
どんどん伸びていきます。
自転車に乗ってひっぱったり、
バスに乗っ
てひっぱったり。最後には、ものすごい所まで行ってしまいます。
「 ありえへー
ん！」
といいながら、子どもと一緒に大笑いできるえほんです。
このえほんには、いろんな乗り物が出てきますが、東住吉図書館では
「のりも
ののえほん」展を4月17日まで開催しています。様々な乗り物が出てくるえほ
んを展示していますので、
こちらもチェックしてみてくださいね。
問

東住吉図書館（東田辺2-11-28）

ＢＣＧ予防接種のお知らせ

無料

TEL

06-6699-7000

申込不要

と き
ところ
対 象

申込要

レンゲソウの花はどんなかたちをしているのか、
ミツバチはなにをしているのか、
じっくり見てみましょう。
と き 4 月21 日
（日）10：00〜14：00 雨天中止
ところ 高槻市方面
定 員 200名（申込多数抽選）
対 象 どなたでも
（小学生以下は保護者同伴）
参加費 100円、小学生以下50円（自然史博物館友の会会員は無料）
申 込 往復はがき又は電子メールに
「レンゲ畑のいきものに参加希望」
と明記の上、希
望者全員の氏名、住所、年齢、電話番号、返信用の宛名を書いて、4月8日（月）
までに届く
ように、
〒546-0034長居公園1 番23 号（長居公園内）大阪市立自然史博物館
博物館普及係へ申込んでください（博物館HPからも申込みできます）。
問 大阪市立自然史博物館
（長居公園1-23） TEL 06-6697-6221

からの
お知らせ

無料

と

はぐはぐ教室

やさしい自然かんさつ会
「レンゲ畑のいきもの」

いつもお手伝い
ありがとう♡
大好きだよ♡

中川 樹莉香ちゃん
（住道矢田・1歳6か月）

平成30年度大阪市立学校児童生徒に対する表彰式が開催されました

市長・
教育長
表彰

藤林 結愛ちゃん
（杭全・5歳7か月）

◀

問

◀

お子さんの写真を「広報東住吉なでしこ」に
載せてみませんか？

4月12日、5月10日 いずれも金曜日 １３：４５〜１４：３０
東住吉区役所１階検診室
標準的な接種年齢は、生後５か月〜８か月未満
（１歳の誕生日の前日まで接種できます。）
持ち物 母子健康手帳、予防接種手帳（ＢＣＧ接種予診票をご記入ください。）

乳幼児健康診査のお知らせ
乳幼児健康診査の受付時間は、対象者の方に個別に送付する案内文書に
記載します。
●3か月児健康診査 4月3日、24日
（水）
※対象者は、区役所までお問合せ下さい
●1歳6か月児健康診査 4月10日
（水）
対象者：平成29年9月1日〜平成29年9月22日生まれの方
●3 歳 児 健 康 診 査 4月17日
（水）
対象者：平成28年1月1日〜平成28年1月19日生まれの方
問

保健福祉課（健診）13番窓口

TEL 06-4399-9882

おやつ・ごはんタイム 動物がおやつ・ごはんをもらっている所をご覧いただけます。詳しくはホームページや園内掲示をご覧ください。
（毎日実施）
※飼育管理上の理由で、予告なく変更する場合があります
とき 毎日 ところ 各動物舎前
申込不要
FAX 06-6772-4633
問
天王寺動物園
（天王寺区茶臼山町1-108） TEL 06-6771-8401

