
　おおむね生後６か月までの赤ちゃんがおられるご家庭に、こんにちは赤ちゃん
訪問員が訪問し、地域の子育て情報をお届けします。

　地域の推薦を受けて東淀川区役所の研修を修了されたボランティアが、子育て情
報を持ってお伺いします。子育てサロンの紹介や区役所子育て支援室の連絡なども
しますので、お気軽にお声がけください。

　生活習慣を整える大切さや子育てのヒントをお伝えしたいと、子育て機関
が子育てサロンに出向き講座をしています。
　講座の日程は区役所やおやこひろばなどに置いている「東淀川
区　子育て情報　みのりちゃん」をご覧ください。
　お友だちと誘い合ってあそびに出かけませんか？

絵本読み聞かせ事業
　絵本の読み聞かせは、豊かな親子関係を築き、育児不安の解消の一助
となるとともに、子どもの情緒面での発育を促す大切なものです。乳幼
児から小学校卒業まで、一貫した家庭での読み聞かせ習慣が定着すれば、
絵本を通じて親子のふれあいとつながりがより深くなり、子どもの虐待
や学校でのいじめなどは少なくなると言われています。
　東淀川区では、絵本の読み聞かせの習慣を広げ、絵本に親しむ機会を
広げるため、平成25年４月から「絵本読み聞かせ事業」を実施しています。

ひがしよどが こそだ

6か月児まで
対象

妊婦～小学生
対象

子育てサロン・サークル子育てサロン・サークル地域で
応援しています

東淀川区こんにちは赤ちゃん訪問事業がはじまります。
地域みんなであなたの子育てを応援しています。 こんにちは赤ちゃん訪問事業の流れ

連絡票の受け取り（記入）
　東淀川区で出生届、母子手帳交付手続きを
された方は、「みのりＢＡＢＹファイル」に連
絡票が入っています。（11月以降に予定）

連絡票のご提出
　保護者の方が必要事項をご記入の上、出生
後の各種手続きの時にお渡しください。

訪問案内はがきをご自宅へ郵送
【訪問日のお知らせ】
こんにちは赤ちゃん訪問員が、ご自宅へ訪問。

こんにちは赤ちゃん訪問員とは？

　東淀川区社会福祉協議会法人設立25周年記念事業と合同で東淀
川区民ホールで開催します。楽しい催しがいっぱいあります。あ
そびにきてくださいね！
　詳しくは、広報ひがしよどがわ11月号をご確認ください。

わ わ

家の近くで親子で
遊びに行けるところは？

病気の子どもを
預かってくれるところは？

子育ての悩みを
聞いてくれるところは？

子育て情報

睡眠は脳と心とからだ
の栄養素です

区役所保健福祉課
保健師による「キレない
こども」を育てるために
の講座を開催

食べることって
大切ですね

区役所保健福祉課
栄養士によるライフステー
ジに応じた食生活につい
ての講座を開催

この時はパネル
シアターでした

子ども・子育てプラザ
ダンス・リトミック・パネル
シアターなどの講座を開催 子育て相談しています

こさりん
（子育てサービス利用者支援事業）
子育て相談と手遊び
大型絵本の読み聞かせ

絵本の読み聞かせや
ふれあいあそびなど

子育て支援センター
（スマイル）
保育士と一緒に親子
で遊ぼう

パペットで一緒に子育
てのコツを考えましょう

区役所子育て支援室
楽しく子育て 一緒にあそぼう
ふれあいあそびなど

●読み聞かせ活動
　読み聞かせボランティアが妊婦教室・乳幼児健診会場・
小学校・いきいき放課後・つどいの広場・子育てサロン・
保育所・幼稚園等で読み聞かせ活動をしています。
　※詳細は各施設にお問い合わせください。

●東淀川区役所出張所おはなし会
　ほっこり親子で楽しみませんか？30 分程度のボランティアによる絵本の
読み聞かせ「おはなし会」を行っています。どなたでもご参加いただけますの
で、ぜひお立ち寄りください。
　　　出張所（東淡路4-15-1）　２階えほんコーナー
　　　毎月第３火曜日　11:00から

●絵本バンク
　事業で使用する絵本を募集したところ、区民の皆さまから1,000冊を超え
る絵本を寄贈いただきました！このたくさんの絵本は、区内の子育て施設等
での読み聞かせ活動で大活躍!!そのほか、常設設置もしています。
　　　区役所1階　窓口サービス課前ロビーえほんコーナー、
　　　出張所2階　えほんコーナー

場所

申込み不要

場所

東淀川区役所（豊新2-1-4　２階）
　●母子手帳、各種健診、予防接種、栄養相談など（２２番　保健企画）
      H4809-9882
　●こころとからだの発達や健康に関する相談（24番　健康相談）
      H4809-9968
　●保育所・児童・母子相談など（25番　子育て・教育）
      H4809-9851
　●児童手当、こども医療など（25番　子育て・教育）  
      H4809-9856
子育て支援室
　●子育て支援に関すること、児童虐待に関する相談や情報など
      H4809-9854
東淀川区子ども・子育てプラザ　東淀川区役所４階
　●ファミリー・サポート・センター  H6327-5672
東淀川区子育てサービス利用者支援事業「こさりん」
東淀川区役所出張所３階
　●教育・保育施設や子育て支援事業等に関する相談や情報など
      H6195-3732
東淀川図書館（東淡路1-4-53）   H6323-5476

①東淀川子育て支援センター（スマイル）　東中島4-11-25　日之出保育所内 H6815-7929
②地域子育て支援センター　かぜのこ　小松1-11-8　風の子保育園  H6328-4019
③つどいの広場西淡路　西淡路5-1-14　西淡路第２保育所内   H6323-5130
④おやこひろば瑞光　瑞光4-2-21      H6370-4138
⑤おやこひろば相川　相川2-13-6      H6370-4138
⑥おやこひろば菅原　菅原7-10-3（10月11日オープン）   H6370-4138
⑦東淀川区子ども・子育てプラザ　豊新2-1-4　区役所４階   H6327-5650

育
子
て
で
困
っ
た
ら ※詳細は広報ひがしよどがわ９月号および東淀川区ホームページに

　掲載していますので、ご確認ください!!

平成29年度　保育施設利用申込みの受付について
　平成29年４月からの保育所（園）・認定こども園（保育部分）・地域型保育事業の
利用（入所）申込書の配布と受付を現在行っています。利用を希望される方は、必
ず期間内に申し込んでください。（現在、待機中の方もお申込みが必要です。）

●一時預かり
　細かい時間単位で利用できる
東淀川区独自の事業です。
◆ぽっかぽか保育ルーム菅原
　菅原６-25-21　　
　H070-5433-7395

●一時保育（登録必要）
　保育所に入所していない未就学児の保護者が仕事や病気により、継続的または緊急・一時的に保育を必要
とする場合や、育児負担を軽減させるために保育が必要な場合にお預かりします。

◆ぽっかぽか保育ルーム上新庄
　上新庄２-11-20-101
　H070-5342-7395

◆認定こども園　聖愛園
　東淡路２-７-５
　H6321-3201

◆豊里第１保育所
　豊里７-21-23
　H6328-5200

◆保育所豊新聖愛園
　豊新３-25-５
　H6325-2405

◆徳蔵寺保育園
　東中島１-５-５
　H6323-0640

●申込書配布期間　９月16日（金）～10月17日（月）
●配布場所　第１希望の保育施設
　（大阪市ホームページからのダウンロードも可能です）
●申込書受付期間　10月３日（月）～10月17日（月）
●受付場所　区役所（区民ホールまたは会議室）

●休日保育
　保護者が仕事や病気などで、
休日に家庭での保育ができない
場合お預かりします。
◆幼保連携型認定こども園　聖愛園
　東淡路２-７-５　H6321-3201

●病児・病後児保育（登録必要）
　子どもが病気の回復期で保育所等に通うことがで
きず、また、保護者の方の仕事の都合などで家庭で
の保育が困難な場合、子どもをお預かりします。
※回復期に至らない子どもでも、お預かりできる場
　合もあります。 ◆日之出保育所

　東中島４-11-25　H6323-9800

◆とよさと病児保育室（藤本クリニック）
　豊里５-21-15　H6325-3850

病児保育

病後児保育

※小学6年生まで利用できます。

子育てに関する機関や施設

　親子でゆっくり遊べる場の提供や子育て相談、親子教室、子育て講座などを開催しています。
　※ブックスタート実施施設

地域子育て支援センター／
つどいのひろば／おやこひろば

大阪市立男女共同参画センター　クレオ大阪子育て館
　土曜・日曜も相談を受け付けています
　北区天神橋6-4-20（7階）   H6354-4152
（社）大阪府助産師会
　天王寺区細工谷1-1-5（24時間　電話相談） H6775-8894
大阪市こども相談センター
　中央区森之宮中央1-17-5   H4301-3100
児童虐待ホットライン　24時間
   　　H0120-01-7285（フリーダイヤル）

大阪市内で子育ての
相談の出来るところです

大阪府小児救急電話相談
　夜間の子どもの急病時、病院に行った方がいいか判断に迷ったら。
　20:00～翌朝8:00　　プッシュ回線・携帯電話　♯8000　ダイヤル回線 H6765-3650
救急安心センターおおさか
　病院へ行った方がいいのか救急車を呼んだ方がいいのか迷ったり、診てもらえる病院がわからない時。
　24時間　365日対応　プッシュ回線・携帯電話　♯7119　ダイヤル回線 H6582-7119
休日・夜間急病診療所
　●十三休日急病診療所　淀川区十三1-11-26  H6304-7883
　　内科・小児科　休日　10:00～16:30
　●中央急病診療所　西区新町4-10-13   H6534-0321
　　内科・小児科　月～金（祝日･年末年始を除く） 　　夜間　22:00～翌朝5:30
　　　　　　　　　土（祝日･年末年始を除く）  　15:00～翌朝5:30
　　　　　　　　　日曜・祝日・年末年始  　　　　　17:00～翌朝5:30
　　眼科・耳鼻咽喉科　月～金（祝日･年末年始を除く）　夜間　22:00～翌0:30
　　　　　　　　　　　土（祝日･年末年始を除く） 　　　　　15:00～21:30
　　　　　　　　　　　日曜・祝日・年末年始 　　　　　10:00～21:30
大阪府歯科医師会館　天王寺区堂ヶ芝1-3-27
　歯科　休日　9:30～16:00（受付時間）   H6772-8886
　　　　夜間　21:00～翌朝3:00（診療時間）  H6774-2600
大阪府救急医療情報センター　（24時間　年中無休） H6693-1199

急な病気やけがの時急な病気やけがの時

　子どもの年齢・様子・自分自身が読みたいと思う心
が重なるえほんをえらぶようにしています。
　ゆっくりいそがず絵やことばを一緒に楽しみながら
6か月ぐらいの赤ちゃんから参加されています。

こんなふうに読み聞かせをしています！
―ボランティアさんに聞きましたー

東井高野ふれあい子育て

サロン・サークル名 日　時 場　所
毎月第2月曜日
10:00～11:30 東井高野連合集会所

スペース「のびのび」
井高野

毎月第2･4火曜日
10:00～11:30 井高野福祉会館

大隅東子育てパンダ 毎月第4木曜日
10:30～12:00 エコホール江口

大隅西子育てサークル 毎月第3木曜日
10:00～12:00 大隅西社会福祉会館

大桐地域ふれあい
子育てサークル

毎月第2木曜日
10:30～12:00 大桐連合集会所

大道南子育て支援 毎月第2木曜日
10:30～12:00 大道南会館

豊里ふれあい子育て教室 毎月第2火曜日
14:00～15:30 豊里連合会館

豊里南「子育てくらぶ」 毎月第3金 1歳児以上、
第4金 0歳 10:00～11:30 豊里南福祉会館

豊新おやこひろば 毎月第2月曜日
13:00～15:00 豊新福祉会館

小松子育てサロン 毎月第2･4火曜日
10:00～12:00 小松福祉会館

新庄地域育児サークル 毎月第3金曜日
10:30～12:00 新庄社会福祉会館

下新庄子育てサロン
「お母さんあつまって」

毎月第3金曜日
10:00～12:00 下新庄福祉会館

菅原子育てサロン
「親子でスマイル」　

毎月第2月曜日
10:00～12:00 菅原小学校多目的室

東淡路子育てサロン 毎月第2金曜日
14:00～16:00 東淡路会館

柴島子育てサロン 毎週第4水曜日
10:00～12:00 柴島センター

淡路子育てサロン
「たんぽぽ」

毎月第3木曜日
10:00～12:00 西淡路小学校多目的室

西淡路子育てサロン
「バンビ」

毎週木曜日
10:00～15:00 西淡路会館

あっぷるパイの
「はっぴータイム」

東淀川図書館
多目的室

毎月第1水曜日
11:00～11:30

親子でいっしょに
あそびましょう

毎月第1木曜、第3火曜日
10:00～11:30 啓発センター

第６回

U子育て・教育　　２階番　H4809-9850
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