
予約不要無 料保健福祉センター（区役所2階）で実施
■BCG接種
予防接種手帳・母子健康手帳をお持ちください。
【日　時】9月11日（火）・10月9日（火） 14：00～15：30
【対　象】生後12か月未満の方（1歳の誕生日の前日まで）
※標準的な接種期間は、生後5～8か月です。
【問合せ】保健企画　　　　　 4809-9882
■Hello！ マタニティクラス（妊婦教室）
抱っこやオムツの替え方などの育児体験ができます。

【持ち物】母子健康手帳と冊子「わくわく」

子育て・教育

2階　　番22

あたらしい命を迎えるために
これから始まる赤ちゃんとのくらし
※終了後にリサイクル衣料を提供します。

お産のイメージづくり

10月  1日（月）

10月15日（月）

11月26日（月）

13:30
～15:30

日　時 内　容

2階　　番24

2階　　番25

区役所に来庁された方を対象に阪急淡路駅前の出張
所の認知度についてアンケートを実施したところ（平成

が行発の書明証で所張出「、）件802収回、施実月9年92
できるとは知らなかった」という回答が43.8%にのぼり
ました。出張所では、市内に住所のある方の住民票や印
鑑証明、市内に本籍がある方の戸籍の証明、1月1日現
在市内に住所を置かれていた方の前年分の課税証明な
ど、さまざまな証明書を取得いただけます。区役所より
空いている場合が多いですので、ぜひご利用ください。
【問合せ】区役所出張所（東淡路4-15-1）　

6322-0731

手続き
出張所で証明発行ができるとは
知らなかった　43.8%　

平成30年11月診療分から、重度障がい者の入院時食
事療養費及び入院時生活療養費の助成対象者を変更し、
対象者を市民税非課税世帯の方（加入している医療保険
から食事療養に係る減額認定証の交付を受けている方）と
します。なお、平成30年10月末までに入院時食事療養費
及び入院時生活療養費の助成対象者となっていた方は、
経過措置として平成33年10月末まで助成対象とします。
【問合せ】子育て・教育　　　　　 4809-9856

重度障がい者の入院時食事療養費等の
助成対象者が変更されます

ステージパフォーマンス、各種催し物、飲食ブース など
【日　時】9月9日（日） 10:00～15:00 ※雨天中止
【場　所】豊里中央公園（豊里5-14）
【問合せ】地域協働　　　　　 4809-9603

東淀川区民まつり

まちづくり・にぎわい

【対　象】
原則、生後満6か月（平成31年4月1日
現在）以上の乳幼児。
【利用基準】
保護者の就労や疾病などにより児童を家
庭で保育できない場合。また、障がい児な
ど集団保育が必要と認められる場合。
【申込書配布場所・時間】
第1希望の保育施設（日・祝を除く）
10：00～16：00

※ただし、保育施設により異なる場合があります。
※平成31年４月１日開園予定の新設園に
ついては、区役所にて配布します。

【申込書受付場所・時間】
区役所（区民ホールまたは会議室）
9：30～17：00（12：00～13：30を除く）

※保育施設によって受付日時及び受付場
所が設定されています。詳細は申込書
同封の一覧表をご確認ください。
※事前に保育施設等の見学をしていただ
いたうえでお申し込みください。見学は、
各保育施設等にお問い合わせください。

※保育施設の定員に余裕がないときなど
は、保育利用調整基準に基づく選考によ
り入所できない場合があります。あらか
じめご了承ください。
※保育利用調整基準の詳細は、こども青少年
局HPをご確認ください。また、10月末頃に
は利用申込状況等を公表する予定です。
※児童が満3歳以上で、認定こども園（1号
認定）や幼稚園の教育を希望される場合
は、各認定こども園・幼稚園に直接お問
い合わせください。

【申込書配布】9月14日（金）～10月15日（月）　【受付期間】 ）く除を祝・日・土（）月（日51月01～）月（日1月01

平成31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
布と受付を実施します。利用希望の方（現在、待機中
の方を含む）は、必ず期間内にお申し込みください。

平成31年度
保育施設利用申込受付のご案内

※１ ていつに用利の）所箇〇（満未月か６。すまりなと用利のらか上以月か６後生則原、はていつに」児歳0「 
は、各保育施設にお問い合わせください。　※２ 運営を社会福祉法人へ委託しています。　※３ 民間委
託を予定しています。　※４ 平成31年４月１日開設予定の新設園については、工事の遅れ等の事情によ
り開設が延期となる可能性があります。　※５ 風の子保育園・風の子ベビーホームは、平成31年４月か
ら開所時間7:00～19:00に変更予定です。

【問合せ】子育て・教育　　　　　 
4809-9851
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0～5歳児

1～5歳児

0～5歳児

0～5歳児

3～5歳児

0～2歳児

0～2歳児

1～5歳児

相川保育園
淡路保育園
井高野保育園
井高野第2保育園
井高野第3保育園
風の子保育園 ※5
上新庄保育園
さかえ保育園
菅原保育園
徳蔵寺保育園
ともしび保育園
みのり園
大桐保育園
アートチャイルドケア東淀川
グローバルキッズ東淡路園
あすか保育園
（仮称）グローバルキッズ上新庄園 ※４

（仮称）マザーシップ上新庄保育園 ※４

保育園こどものくに
風の子ベビーホーム ※5
さかえ保育園豊里分園
小松保育園
菅原天満保育園
徳蔵寺保育園分園こばと
西淡路第2保育所
西大道保育所
南江口保育所 ※3
豊里第2保育所 ※2
下新庄保育所 ※2
日之出保育所
豊里第1保育所
聖愛園
あすなろ(夜間保育)
豊新聖愛園(夜間保育)
小松幼稚園
菅原天満幼稚園
豊新かめっこ保育園
くじら保育園上新庄園
瑞光ベビーセンター
こどもなーと保育園
フェアリールーム上新庄園
かいせいプチ保育園上新庄園
ぽっかぽか保育園
保育アトリエこどもなーと
保育アトリエこどもなーとプラス
おうち保育だぐまんま

○

○

○

○

○

○
○
○

相川3-11-24
東淡路4-12-26
井高野3-8-17
井高野2-1-57
井高野3-1-58
小松1-11-8
上新庄2-5-5-101
東淡路1-5-1-101
菅原4-10-15
東中島1-5-5
東中島6-6-8
大桐5-15-36
大桐4-2-12
豊里4-3-6
東淡路4-14-15
東中島3-14-41
豊新5-56-1（地番）

豊里2-35-4（地番）

豊新4-6-17
小松1-14-12
豊里7-28-12
小松3-5-15
菅原2-2-21
東淡路4-15-1
西淡路5-1-14
大桐2-8-2-100
小松5-6-9-101
豊里2-1-26
下新庄5-3-22
東中島4-11-25
豊里7-21-23
東淡路2-7-5
東淡路2-7-5
豊新3-25-5
小松3-5-15
菅原2-3-27
豊新5-7-10
豊新4-2-6
小松5-6-1
豊新5-1-16-1C
豊新4-26-9-102
小松1-7-32
豊新1-1-5
瑞光1-15-25
瑞光1-8-9-101
上新庄2-11-20-102

開所時間
7：00～19：00
7：00～19：00
7：00～19：00
7：00～19：00
7：00～19：00
7：00～19：30
7：00～20：00
8：00～19：00
7：00～20：00
7：00～20：00
8：00～19：00
7：00～19：00
7：30～19：00
7：30～19：30
7：30～19：00
7：30～19：30
7:30～19:00

7:30～19:30

7：30～19：00
7：00～19：30
8：00～19:00
7：30～19：00
7：30～18：30
8:00～19:00
7：30～18：30
7：30～19：30
7：30～18：30
7：30～19：30
7：30～19：30
7：30～19：30
7：30～18：30
7：00～20：00
7：00～24：00
7：00～翌7：00
7：30～19：00
7：30～18：30
7：30～18：30
7：30～19：30
7：30～18：30
7：30～18：30
8：00～19：00
7：30～18：30
8：00～19：00
9：00～17：00
9：00～17：00
8：00～18：00

電話番号
6340-3595
6321-0771
6340-7648
6340-5678
6349-3458
6328-4019
6327-2248
6323-3211
6329-2536
6323-0640
6325-1851
6328-5500
6326-0509
6160-0122
6325-1061
6322-1400
開園まで03-3239-7080

開園まで6263-0270

6329-3849
6328-3788
6323-1581
6320-1331
6328-6882
6770-9366
6323-5160
6329-8810
6329-2869
6328-0616
6329-5080
6323-9800
6328-5200
6321-3201
6321-3201
6325-2405
6320-1331
6328-6079
7493-1811
6795-9202
6328-5640
6379-3686
6300-7360
4862-6661
6325-2212
7898-7576
7493-0763
6195-7122

0～2歳児

1階　　番9

■助産師による専門相談
妊娠・出産・授乳・卒乳などお気軽にご相談ください。
【日　時】9月12日（水）・26日（水）・10月10日（水）

13:30～16:00
【対　象】助産師への相談を希望される方
【問合せ】健康相談　　　　　 4809-9968

2階　　番25

区内の中学生から応募のあった絵画・写真作品を展示します。
【展示・投票期間】9月23日（日）～10月7日（日）  

9:30～21:00
【場　所】東淀川区民会館
※区青少年指導員連絡協議会HPでもご覧いただけます。
【問合せ】子育て・教育　　　　　 4809-9850

中学生絵画・写真コンクールの
出品作品を展示します！

無 料
申込不要

東淀川区保育施設一覧表 平成30年９月１日現在

入園説明会（要事前予約）９月28日（金）18:30～・29日（土）14:00～場所・申込等の詳細は、区HPをご確認ください。

入園説明会（要事前予約）９月７日（金）13:30～・19日（水）13:30～ 東淀川産業会館、詳細は、区HPをご確認ください。

全体講座「見つけよう！ 子どもの良いところ」
専門職の講師が、ご家庭や保育所・幼稚園での支
援方法などについて説明します。
【日　時】10月17日（水） 10：00～12：00（受付9：30～）
【場　所】区民ホール（区役所3階）
【対　象】①区内在住で子どもの発達に悩みを持つ

4・5歳児の保護者
②区内の幼稚園や保育所等に勤務する支援者

【定　員】200名
【一時保育・申込】15名（先着順） 
※保育受付開始日10月1日（月）～　「講座名（全体講
座)・お子さんの名前と年齢・保護者の名前と続柄・
電話番号」を記入のうえ、メールかFAXにて申込み

【問合せ】社会福祉法人 北摂杉の子会
072-662-0056
080-4185-3349 

（9:30～17:00）

子育てに活かせるヒントを
わかりやすくお伝えします！ 無 料

申込不要

ふれあいあそびやわらべうたあそびを通し
て、親子でのスキンシップをはかりましょう。
【日　時】9月25日（火） 10：30～11：30
【場　所】東淀川区子ども・子育てプラザ 軽運動室
【定員/一時保育】なし ※満員の場合、入場制限の可能性あり
【問合せ】子ども・子育てプラザ（区役所4階）

6327-5650

親子イベント
「ふれあいあそび・わらべうたあそび」

無 料 申込不要

歯周病等を治療せずに放置することが全身の内臓、皮
膚、関節に対して多くの疾患を招くことが近年報告されて
います。歯科疾患の予防の大切さについてお話しします。
【日　時】9月12日（水） 14:00～
【場　所】東淀川区医師会館 3階講堂（豊新2-3-7）
【定　員】40名（先着順）
【申込・問合せ】東淀川区医師会　 6320-2226

健康づくり教室
「歯科疾患と全身疾患とのかかわり」

健　康
要申込無 料

メールアドレス
取得可能➡

●１階窓口サービス課のお待ち人数などがホームページで確認できます！ぜひご活用ください。

広報
です。

納期限のお知らせ
期限内納付にご協力お願いします。 10月1日★国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、

　介護保険料の納期限は、

2

広告掲載枠


