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● 一時保育 ● 病後児保育

家事・育児が困難な出産退院後４か月以内の家庭に
ヘルパー等の資格をもつ「エンゼルサポーター」が
訪問し、家事援助を行います。

● エンゼルサポーター派遣

ひとり親家庭等の方が病気や冠婚葬祭等の一時的
な理由により、家事や育児が困難な場合に、ヘル
パー等の資格をもつ「家庭生活支援員」を派遣し、
家事援助や子育ての支援を行います。

● ひとり親家庭等日常生活支援事業
子どもが病気の回復期で保育所等に通うことができず、
かつ保護者の仕事の都合等で家庭での育児が困難な場
合、お預かりします。

保護者の仕事や病気等により、断続的
または緊急・一時的に保育を必要とす
る場合や育児負担の軽減のために保育
を必要とする場合にお預かりします。

事前登録 事前登録

保健福祉課（子育て支援室）2階28番
（※申請書あり）　☎06-4399-9733

問合せ・実施保育所

問合せ・実施保育所

●湯里保育園
　（中野4-14-6）
　☎06-6705-0595
●認定こども園 育和学園幼稚園
　（西今川1-19-2）
　☎06-6713-0552

対象

対象

保育所等に入所していない
小学校就学前の子ども

市内に居住し保育所等に入所している子ども
　　　　　大阪市立矢田教育の森保育所（矢田5-2-12）

● 休日保育
保護者の方が仕事や病気等で、休日に家庭での保育がで
きない場合、小学校入学前の子どもをお預かりします。

事前登録

問合せ・実施保育所

対象 保育認定を受けて、保育所・認定こども園等に入所
している子ども
　　　　　大阪市立鷹合保育所（鷹合1-5-16）
　　　　　☎06-6696-3891

問合せ

☎06-6692-0053

保健福祉課（子育て支援）2階28番　☎06-4399-9733　　06-6629-4580問合せ

0歳～18歳未満の方が遊べる施設です。さまざまな講座やイベントを
開催しています。子育てサークル等への活動場所の提供もしています。

おはなし会を下記日時で行なっています。
　　 土 10人、第4木 5組（前日までの事前申込制）
       電話または来館にて

乳幼児と保護者が気軽に集い、ゆっくり安心してあそべる場所です。
　　 月～金 10：00～15：00　

3か月～おおむね3歳未満の子どもと保護者が親子で交流できる遊びの広場です。
　　  月～金 9：00～12：00、13：00～15：00
※水 9：00～12：00、金 13：00～15：00は
　赤ちゃん広場（1歳までの赤ちゃん限定）になります
　　　 親子教室、子育て講座、子育て相談、情報提供等も行なっています。

乳幼児と保護者が気軽に交流できる場を提供しています。

子どもと保護者が気軽に集える場所です。子育てで気になること、心配なことが
あれば気軽にスタッフに相談できます。
　　  月～金 10：00～16：00
毎月行うイベントや季節に合わせたイベント等も行なっています。

●ひまわり（今川学園）●ひまわり（今川学園）

育児の「手助けをしてほしい人」と「手助けができる人」を結びます。会員となって
会員同士で子育てを支え合う「地域ぐるみの子育て支援ネットワーク」です。
依頼会員…おおむね生後３か月～10歳未満の子どもがいる方
提供会員…子育てで社会に役立ちたいと思っておられる方

●天宗東住吉園３階（住道矢田２-１２-２１）
　　　 月～金 10：00～15：00
●育和白鷺学園今林園2階（今林２-１１-６）
　　　 月～金 10：00～15：00
ただし、両園ともに水は１～２歳未満の子どもたち、
金は１歳未満の赤ちゃんのお部屋になります。
　　  月～金 10：00～15：00
☎06-6760-0321で受付けています。
スタッフが区内の私立保育園を訪問し、未就園児と保護者を対象に
いろいろな遊びを行なっています。
　　  月～土 10：00～11：00　※「ぽけっと」に申し込みをお願いします

東住吉区子ども・子育てプラザ

つどいの広場

ぽかぽか
広場

ぽけっと
ルーム

子育て相談

ぽけっとの
園庭開放 

なかよし広場

児童健全育成

親子で楽しめる
ミニプログラム　

ひまわりライン

東田辺2-11-28
☎06-6699-3600 つどいの広場

東住吉図書館 東田辺2-11-28
☎06-6699-7000

ファミリー・サポート・センター東住吉 東田辺2-11-28（子ども・子育てプラザ内）
☎06-6699-3605

地域子育て支援センター『ぽけっと』 ☎06-6760-0321
今川2-3-15　☎090-6406-4076

●ハート広場●ハート広場
桑津5-13-48　☎06-6719-6101

●つどいの広場矢田教育の森●つどいの広場矢田教育の森
矢田5-2-12（矢田教育の森保育所内）　☎06-6692-0161

0歳～就学前の子どもと保護者がゆっくり遊べ、楽しいイベントも開催しています。
　　  火～土 10：00～15：00
0歳～就学前の子どもと保護者がゆっくり遊べる場所です。
　　  火～土 15：30～16：45　日
児童（小学生～18歳未満）が放課後や、休日に安全で自由に遊べる場所です。
　　 火～金 放課後～16：45　
　　 土日 9：30～12：00、13：00～16：45
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　　 火～日 9：00～17：30　日時

月に8回程度、親子あそび、英語でうたおう、おかあさんの折り紙講座、
お誕生日会等を行なっています。
子育ての悩み等、お気軽にお電話ください。
　　 月水金（ 　は除く） 10：00～15：00

お話広場、身長・体重測定、手形フレーム製作（要予約）等を行なっています。
また、保護者向けの各種イベントも予定しています。
（ミニあそび講座・発育相談・ティータイム等要予約）
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※利用される方は電話にてご確認ください

祝

先着順

①10：00～12：00
②13：00～16：45

ぽけっとルームの
様子を取材しに
行ったよ！

8面へ

未就園児と保護者が集い、ゆっくり遊ぶことができます。

子
ど
も
の
虐
待

に
関
す
る
こ
と

●大阪市児童虐待ホットライン
24時間（年中無休）
☎0120-01-7285
（まずは一報、なにわっ子）

子どもへの虐待について気にかかることがあればすぐに相談・通報してください。

●子どもの虐待ホットライン
   （児童虐待防止協会）
月～金 11:00～16:00
土日・　、8月13日～15日、年末年始は除く
☎06-6646-0088

祝

●児童相談所全国共通ダイヤル
☎189（イチハヤク）
●お近くの児童相談所に
つながります

●ＩＰ電話からの場合はこちらから
子どもの人権110番
0120-007-110

緊急の場合は迷わず119番へ急な病気・けがのとき
■中央急病診療所

場所 西区新町4-10-13　☎06-6534-0321

診療日 診療時間診療科目

内科・小児科

眼科・耳鼻咽喉科

22:00～翌5:30
15:00～翌5:30
17:00～翌5:30
22:00～翌0:30
15:00～21:30
10:00～21:30

月～金
土

日・    、年末年始
月～金
土

日・    、年末年始

祝

祝

場所 東住吉区中野2-1-20　☎06-6705-1612

■中野休日急病診療所
診療日 診療時間診療科目

10:00～16:30

20:30～23:00

日・    、年末年始祝内科・小児科

小児科 平日

場所  天王寺区堂ケ芝1-3-27
日・    、年末年始 ：☎06-6772-8886
         夜間：☎06-6774-2600

■大阪府歯科医師会館（休日・夜間緊急歯科診療）
診療日 診療時間診療科目

21:00～翌3:00

日・    、年末年始祝

毎日

10:00～17:00
受付時間／9：30～16：00

歯科

祝

救急安心センターおおさか(年中無休24時間)　「救急車を利用するほどでもないけれど診てもらえる病院がわからない」等の時、救急病院等の情報提供を行います。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　☎♯7119または☎06-6582-7119
小児救急電話相談(19:00～翌8:00)　夜間の子どもの急病時、病院へ行ったほうがよいかどうか相談に応じます。　☎♯8000 または☎06-6765-3650

2022年(令和4年)8月号 No.315

7


	315_8_007_0721.pdf

