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【ファミリー・サポート・センター事業】

平野図書館
（平野東1-8-2）
　　 ☎6793-0881

8

おたのしみ会…絵本やかみしばいの読みきかせをします。
【毎週水曜日（幼児～小学生向け） 15:30～16:00】
【第1･2･3水曜日（乳幼児向け） 　10:45～11:15】
【第2日曜日（幼児～小学生向け）   13:30～14:15】
【第3土曜日（幼児～小学生向け）  15:00～15:30】
子ども会…パネルシアターなどをします。
【春・夏・秋・冬　日時は未定】
あそび工房（20名）…リサイクルの工作教室です。
【第2土曜日 14:00～15:00】当日13:00より整理券を配布
おりがみ教室（20名）
【第3土曜日 14:00～15:00】当日13:00より整理券を配布

平野子育て支援センター
（加美南1-9-45 
　加美第2保育所内）
　　 ☎4303-8528

9

子育てに関する相談や、親子で交流を深める場を開催しています。
子育て相談【月～金（電話・来館相談）10:00～15:00】
あそびのひろば「ほんわかルーム」
就学前のこどもと保護者が対象。親子でほっこりできる場。
また、子育てに関する情報提供も行っています。
出張ひろば
公園にスタッフが出向き、体操などを一緒に楽しみます。
　場所：加美正覚寺公園（加美正覚寺3-1）
親子教室（定員10組、事前申込み要）
3ヶ月～4歳未満のこどもが対象。年齢別にクラスを設け親
子で集える場です。

私立保育園
子育て支援センター
ぽけっと
　　 ☎6760-0321

私立保育園の子育て支援事業は「ぽけっと」が実施していま
す。（未就園のこどもと保護者が対象）
●スタッフが実施園を訪問して、ふれあいあそびや泥んこ、
絵の具、リズムあそびなどの楽しい活動や子育て相談な
どを行っています。

●年間を通して楽しいイベントや講演会なども開催します。

クレオ大阪南
（喜連西6-2-33）
　　 ☎6705-1100

12

子育てに悩んだときに役立つ図書・ビデオなどを貸出しして
います。また、こどもを預けて参加できる講座や親子で楽し
めるイベントを開催しています。
一時保育つき読書タイム
【毎月第3木曜日 要予約 10:00～12:00（変更の場合あり）】
おはなし会
【毎月第4火曜日　11:00～11:30（変更の場合あり）】

ふれんど広場
（加美北4-5-25-100
　有馬パレス加美）
　　 ☎6131-8941 11

乳幼児親子の広場
「親子あそび」「お誕生日会」「ムーブメントあそび」
「読み聞かせ」「歯科相談日」「折り紙講座」などを開催して
います。【月～金  10:00～15:00】

今川学園どんぐりのいえ
（瓜破南2-4-124）
　　 ☎6708-4588 7

ハーモニー分室
発達・療育・生活などの相談及び支援と親子あそび教室を行
っています。

ほっとスペース平野
（平野市町3-2-12）
　　 ☎6792-8140 5

不登校の小・中学生の居場所づくりや教育・子育て相談を行
っています。

今川学園キンダーハイム
（瓜破南2-4-124）
　　 ☎6708-4588 7

障がい児通園・並行通園事業を行っています。（知的障がい
児通園施設）

大念仏乳児院
（平野上町1-7-3）
　　 ☎6791-5410㈹ 6

乳幼児の生活習慣・発育・しつけなどに関する相談、乳幼児
健康支援デイサービス事業を行っています。

大念仏子どもの家
（平野上町1-7-3）
　　 ☎6791-5410㈹ 6

子どもの家【月～金9:00～18:00／土9:00～17:30】
放課後児童健全育成事業
小学1年～6年生までの児童を対象する遊びや活動拠点の
場です。※事前に登録が必要です。

ボ・ドーム大念仏
（平野上町1-7-3）
　　 ☎6791-5410㈹ 6

配偶者のいない女性とそのこども（18歳未満）の入所・保護
施設です。
（母子生活支援施設）

平野区社会福祉協議会
（平野東2-1-30）
　　 ☎6795-2525㈹ 4

おもちゃ図書館「にこっと」
【毎月第2･4土曜日  10:30～14:00】
障がいのあるこどもとその兄弟姉妹、保護者が集える場です。

大阪市中央児童相談所
（喜連西6-2-55）
　　 ☎6797-6520 2

心身の発達・性格行動・しつけ・非行・不登校・虐待・親子関係
などに関する相談を受け付けています。

大阪市中央児童相談所の
出張相談（要予約）
　　 ☎4302-9816 1

児童福祉司が心身の発達・性格行動・しつけ・非行・不登校・虐
待・親子関係などに関する相談を受け付けています。
【週1回　曜日はお問い合わせください】

大阪市更生療育センター
（喜連西6-2-55）
　　 ☎6797-6682 2

発達に関する相談及び支援、知的障がい児・肢体不自由児
の母子通所（訓練・母子保育）施設です。
発達相談【月～金  9:30～17:00】

平野区子ども・子育てプラザ
（瓜破3-3-64）
　　 ☎6707-0900

ファミリーサポートセンター
平野（瓜破3-3-64）
　　 ☎6707-0930

3

3

つどい広場事業…乳幼児とその保護者が遊びを通して楽しく交流し
ていただける場です。【火～土 9:00～14:00】（9月からは9:30～14：30）
子育て活動支援事業…乳幼児とその保護者が講座・行事に
参加したり、ボランティア活動や子育てサークル活動の場を
提供します。【火～土9:00～20:45（9月からは9:30～20：
45）／日9:00～17:00（9月からは9:30～17：00）】（但し、
17：00以降は子育てサークルのみです。）
児童健全育成事業【火～土10:00～17:00／日10:00～16:30】
小学生から18歳未満の児童が自由に遊べる場を提供しま
す。また楽しい行事も開催しています。

大阪市発達障害者支援センター
エルムおおさか（大阪市立心身障害者
リハビリテーションセンター2Ｆ）
（喜連西6-2-55）
　　 ☎6797-6931 2

自閉症・アスペルガー症候群・ＬＤ（学習障がい）、ＡＤＨＤ（注
意欠陥多動性障がい）などの発達障がいのある方、及びそ
の家族の相談を受け付けています。
【月～金  10:00～16:00】

大阪市立心身障害者
リハビリテーションセンター
（喜連西6-2-55）
　　 ☎6797-6501 2

心身に障がいのあるこどもの発達・障がいに対する医学的
相談・助言・指導を行っています。

保健福祉担当（保健活動）
　　 ☎4302-9968

1

健康相談
保健師が妊娠中の不安や悩み相談・こどもの発育や育て方、健康
に関する相談に応じます。【月～金(電話・来所）9:00～17:00】
産後のつどい（要予約）
生後2ケ月ごろのこどもとその養育者を対象に、交流会・育
児相談を行っています。【毎月第2火曜日 10:00～11:00】
すくすく教室（要予約）
4ヶ月～12ヶ月までの子どもとその養育者を対象に、区内を
住所により8つの地域にわけて開催しています。地域の中で
交流しあたらしい友達をつくっていただける場です。開催日・
場所については、住所により異なります。【10:00～11:00】

保健福祉担当（地域保健）
　　 ☎4302-9882 1

母子健康手帳の発行、乳幼児健診や予防接種などを行って
います。

保健福祉担当（子育て支援室）
　　 ☎4302-9936
　　 ☎4302-9816
　　（家庭児童相談室） 1

家庭児童相談室の専門相談員や保育士が、子育てに関する
さまざまな相談に応じ、情報提供や場合によっては専門機関
への紹介などを行います。また児童虐待に関する相談や情
報提供なども受け付けています。

母子家庭就業サポーター　　　　 
☎4302-9857 1

母子家庭就業サポーターが、キャリア・コンサルティングの手法
を活用し、就職のお手伝いをします。母子家庭自立支援給付金
の事前相談・申請受付・離婚相談も行います。【毎週火・木曜日】

■平野区保健福祉センター

あなたの子育てを
応援します！
あなたの子育てをあなたの子育てを
応援します！応援します！
あなたの子育てを
応援します！

　就学前のこどもと親が気軽
に集まって交流できる場です。
　子育てのストレスを軽減し、
安心して楽しく子育てできる
よう応援しています。
　内容・実施日程等詳しくは
お問い合わせください。

　子育てに関する制度や施設の
紹介、相談窓口やコラム等、
大阪市での子育てに役立つ
情報を掲載しています。

※保健福祉担当○33番窓口で
　配布しています。

平野区

一時保育
　保護者の方の仕事や病気などにより、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預かります。
対　象
開設日
利用期間

保育所に入所していない小学校入学前のこども
月～土曜日（祝休日・年末年始を除く）
保護者の仕事などの場合…週3日以内
保護者の病気などの場合…2週間以内
0歳児…日額2,700円　1～2歳児…日額2,000円
3歳児以上…日額1,200円
※給食費は別途要　※生活保護世帯・前年度市民税非課税世帯は無料
各実施施設に直接お問い合わせください。

短期預かり

　保護者が長期の入院などで2歳までの乳幼児を一時的に養育できない場合、乳児院
で１ヵ月を限度に預かります。

　出産後の母親及び乳児が退院してから4ヵ月以内で、母親及び乳児の介助者がいな
い家庭に、ヘルパー等による家事等の援助を行います。

中央児童相談所　☎6797-6520問合せ

料　金
問合せ

小学校入学前のこども
0・1歳児…日額5,350円
※市民税非課税・被災世帯・ひとり親家庭及び養育者家庭…日額1,100円
2歳児以上…日額2,750円
※市民税非課税・被災世帯・ひとり親家庭及び養育者家庭…日額1,000円
各実施施設に直接お問い合わせください。

料　金

問合せ

【赤ちゃんの短期預かり】

　保護者が病気や出産、仕事の都合などで一時的に家庭での子育てが困難になった場
合、宿泊を伴う形で1週間以内を原則にこどもを預かります。
対　象
料　金

【こどものショートステイ】

　「こどもを預けたい方（市内在住でおおむね生後 3ヶ月～10 歳未満のこどもがいる
方）」と「こどもを預かりたい方（市内在住で事前に講座を受講された方）」が事前に
会員登録し、保育所・幼稚園への送迎や用事の際の一時預かり等相互に子育てを助け
合う事業です。
料　金
問合せ

問合せ

家事援助等

1 時間あたり1,000円
大阪市母と子の共励会　☎6371-7146

※申請書は保健福祉担当○33 番窓口で配布しています。

【エンゼルサポーターの派遣】

対　象
問合せ

休日保育

小学校入学前の保育所などに入所しているこども
各実施施設に直接お問い合わせください

乳幼児健康支援デイサービス（病児・病後児保育）
　こどもが病気の回復期で保育所に通うことができない、かつ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、こどもをお預かりします。
　病院・診療所では、回復期に至らないこどもでも、お預かりできる場合もあります。
※利用される場合は、事前に実施施設に登録が必要です。

　保護者の方の仕事や病気などで休日に家庭での保育ができない場合、小学校入学前
のこどもをお預かりします。※利用される場合は、事前に実施施設に登録が必要です。

問合せ 各実施施設に直接お問い合わせください。

1時間 800円または900円＋実費（交通費・食事代など）
ファミリー・サポート・センター平野（瓜破 3-3-64 平野区子ども・子育てプ
ラザ内）　☎・   6707-0930

喜連保育所 ☎6790-2700喜連6-7-44
加美第2保育所 ☎6791-0730加美南1-9-45
末次保育園 ☎6792-6455加美北5-4-15
長吉六反保育園 ☎6707-8536長吉六反1-1-45
平野愛和学園 ☎6791-7251平野東4-2-13

大念仏乳児院 ☎6791-5410平野上町1-7-3
中谷小児内科クリニック ☎6796-3175加美正覚寺2-10-29

区内実施施設

平野区及び近隣区の実施施設（0・1歳児）

喜連子育て支援センター
（喜連6-7-48　
　　　　喜連保育所2F）
　　 ☎6790-2800

10

子育てに関する相談や、親子で交流を深める場を開催しています。
子育て相談【月～金 （電話・来館相談）10:00～15:00】
あそびのひろば「のびのびルーム」
就学前のこどもと保護者が対象。親子でほっこりできる場。
また、子育てに関する情報提供も行っています。
出張ひろば
公園にスタッフが出向き、体操などを一緒に楽しみます。
　場所：喜連西中央公園（喜連西3-1）
児童の遊び場
小学生～18歳未満が遊べる場です。
親子教室（定員10組、事前申込み要）
3ヶ月～4歳未満のこどもが対象。年齢別にクラスを設け親
子で集える場です。

大念仏乳児院 ☎6791-5410平野区平野上町1-7-3

区内実施施設

喜連保育所 ☎6790-2700喜連6-7-44
末次保育園 ☎6792-6455加美北5-4-15

区内実施施設

近隣区の実施施設（2歳児以上）

聖母託児園 ☎6699-7221東住吉区南田辺4-5-2
四恩学園乳児院 ☎6607-2220住吉区苅田4-3-9

聖家族の家 ☎6699-7221東住吉区南田辺4-5-2
田島童園 ☎6731-2321生野区林寺5-11-24

■区役所で開催しています
名 称 開催日 場 所

親子ひろば 第1月曜日
10:30～12:00 1階研修室

あいあい　
ふれあいひろば

毎週水曜日　
10:30～12:00

1階子育て支援
多目的スペース

ユニット　
村の栗の木

第3金曜日　
10:00～12:00

1階子育て支援
多目的スペース

平野・喜連子育て
支援センター出張ひろば

第2月曜日　
10:00～12:00

1階子育て支援
多目的スペース

親子ひろばパートⅡ
（相談が中心のひろばです。
お問い合わせください）

第3月曜日
（変更の場合あり）
10:30～12:00

1階研修室

■地域で開催しています
名 称 開催日 場 所

子育てＨＯＴサロン
ほっと 第1火曜日　

10:00～11:30
平野連合会館
（平野上町2-5-22）

子育てサークル
「さくらんぼ」
※双子以上が対象

第4水曜日　
10:00～11:30

平野連合会館
（平野上町2-5-22）

子育てサロン　
平野西

第3金曜日　
10:00～11:30

平野西会館
（平野本町1-10-12）

子育てサロン　
あんぱんまん

第2金曜日　
10:00～11:30

新平野西コミュニティ会館
（背戸口3-3-12）

子育てサロン　
はぐくみ

第1土曜日　
10:00～11:30

喜連北小学校
（喜連1-7-4）

親と子のふれあい
広場

第4木曜日　
10:30～11:30

六反会館
（長吉六反2-10-15）

たんたんクラブ 第1水曜日　
10:00～12:00

出戸西住宅第3集会所
（長吉出戸2-6-19）

子育てサークル　
プチッコ

第1火曜日　
10:00～12:00

さざなみ会館
（瓜破7-2-7）

ワンダークラブ 第2・4木曜日　
10:30～12:00

瓜破西老人憩の家
（瓜破6-2-6）

ふれあい広場
あそぼ！ あそぼ！

第2・3水曜日　
10:00～12:00

府営瓜破住宅集会所
（瓜破西1-5-25）

おもちゃ喫茶 第3・4水曜日　
9:00～11:00

鞍作公園集会所老人憩の家
（加美南1-11-20）

カンガルー　
ポケット

第2水曜日　
13:30～15:00

加美地域集会所
（加美東1-6-9）

アイアイ 第2・4火曜日　
13:30～15:30

加美北老人憩の家
（加美北8-14-7）

ふたば 第3木曜日　
10:00～11:30

加美東老人憩の家
（加美東5-7-13）

問合せ 区役所　子育て支援室  
☎4302-9936
平野区社会福祉協議会  
☎6795-2525


