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サロン10：00AM（鶴橋）
★10：20 AM：
つくって遊ぼう
（大東幼稚園）
★10：30 AM：
英語de手あそび
（子育てプラザ）

★10：30 AM：
えほんの広場　中国語
（子育てプラザ）
★2：30 PM：
絵本の会
―幼児～小学生向け―
※要予約
（生野図書館）

★10：00 AM： 
サラダボウルin
大阪聖和保育園 
ぽ・ぽ・ぽ
（大阪聖和保育園）

★10：00 AM： 
身体測定
（東桃谷幼児の園）

★10：00 AM： 
身体測定
（東桃谷幼児の園）
★10：00 AM： 
おたのしみ・わくわく！ソーイングday
（大阪聖和保育園）
★10：00 AM： 
ワン・ツーりとみっく
（子育てプラザ）
サロン10：30 AM（巽東）
★10：30 AM： 
室内・園庭遊び
（こひつじ乳児保育園）

★10：00 AM： 
身体測定
（東桃谷幼児の園）
★10：15 AM： 
移動図書館まちかど号巡回【新今里】
（中央図書館自動車文庫）
★1：10 PM： 
移動図書館まちかど号巡回【巽東】
（中央図書館自動車文庫）
★2：15 PM： 
移動図書館まちかど号巡回【巽北】
（中央図書館自動車文庫）

★10：00 AM：
身体測定
（東桃谷幼児の園）
サロン10：00 AM（巽南）
★1：30 PM：
赤ちゃん広場①
（子育てプラザ）

★10：00 AM：
身体測定
（東桃谷幼児の園）
サロン10：00 AM（勝山）
サロン10：00 AM（林寺）
★10：45 AM：
絵本を楽しもう会
（南生野いちょう保育園）

★9：30 AM：
どんどことしょかん
（聖浄保育園）
★10：00 AM：
あのねの日
（東桃谷幼児の園）

★10：00 AM： 
ボーリング大会あそび
（大阪聖和保育園）
サロン10：00 AM（北巽）
サロン10：00 AM（巽）
★10：30 AM：栄養士参加
（こひつじ乳児保育園）
★10：45 AM： 
０歳「はいはいくらぶ」
（南生野いちょう保育園）
★1：00 AM：赤ちゃんday
（こひつじ乳児保育園）

★10：00 AM：健康相談
（大阪聖和保育園）
サロン10：00 AM（東中川）
サロン10：00 AM（舎利寺）
サロン10：30 AM（小路）
サロン10：30 AM（西生野）
★11：00 AM：絵本の会
―0・1・2歳向け―
※要予約
（生野図書館）

★10：00 AM：
わくわくの日
「体育遊具遊び」
（東桃谷幼児の園）
サロン10：00AM（生野）

★10：20 AM：
リトミック
〔リトミック研究
センター〕
（大東幼稚園）

★9：00 AM：
秋のつどい
（大東幼稚園）
★10：30 AM：
マタニティ広場
プレママプレパパ講座
（子育てプラザ）

★10：00 AM： 
お試し保育体験
（大阪聖和保育園）

★10：00 AM： 
アロマdeリラックス
（大阪聖和保育園）
★10：15 AM： 
ミニうんどうかい
～親子で楽しもう!! ～
（白菊幼稚園）

★10：00 AM： 
おたのしみ・わくわく！
ソーイングday
（大阪聖和保育園）
サロン10：00AM（田島）
★10：30 AM： 
お誕生日会
（こひつじ乳児保育園）

★10：00 AM： 
ベビーリズム
（子育てプラザ）
★1：15 PM： 
保育所（園）
入所（園）相談
（子育てプラザ）

★10：30 AM：  
えほんの広場　英語
（子育てプラザ）

★10：00 AM： 
お絵かきの日
（東桃谷幼児の園）
★1：00 PM： 
赤ちゃん広場②
（子育てプラザ）
★2：15PM： 
マタニティーヨガ
（南生野いちょう保育園）

★10：00 AM：  
ふたごちゃん
DAY
（子育てプラザ）

★10：00 AM： 
子どもの育ちが
気になる親の会
（大阪聖和保育園）

★9：30 AM： 
身体測定
（聖浄保育園）
★10：30 AM：
ダークおじさん
とあそぼう
（大阪聖和保育園）

★10：00 AM：手作りおもちゃ
（大阪聖和保育園）
★10：00 AM：
身体重測定＆栄養士相談
（子育てプラザ）
★10：30 AM：身体測定
（こひつじ乳児保育園）
★1：00 PM：赤ちゃんday
（こひつじ乳児保育園）
★1：15 PM：わらべうたベビマ
（東桃谷幼児の園）

★10：00 AM： 
お誕生会＆おたのしみ会
（東桃谷幼児の園）
★10：00 AM： 
お誕生日会
（大阪聖和保育園）
★10：45 AM： 
お誕生日会
（子育てプラザ）

★10：20 AM：
リトミック
〔リトミック研究センター〕
（大東幼稚園）
★10：45 AM：
ハロウィンday
（南生野いちょう保育園）
★6：30 PM：
楽しく晩ごはん
（大阪聖和保育園）

★2：00 PM：
第23回図書館
フェスティバル
『秋のこども会
ぐるーぷ　ぬ！劇場』
【事前申込】
（生野図書館）

★10：00 AM：
子どもの育ちが
気になる親の会
＜大交流＞
（大阪聖和保育園）

★10：30 AM：
ダークおじさん
とあそぼう
（大阪聖和保育園）

★10：00 AM： 
サラダボウルin
大阪聖和保育園
ぽ・ぽ・ぽ
（大阪聖和保育園）

★10：00 AM： 
ボールプールあそび
（大阪聖和保育園）

★10：15 AM：            
お話しのくに       
～絵本のよみきかせ～
（白菊幼稚園）

★10：15 AM：移動図書館
まちかど号巡回【新今里】
（中央図書館自動車文庫）
★10：30 AM：えほんの広場
　韓国語（子育てプラザ）
★10：45 AM：ぽっぽカフェ
（南生野いちょう保育園）
★1：10 PM：移動図書館　
まちかど号巡回【巽東】
（中央図書館自動車文庫）
★2：15 PM：移動図書館　
まちかど号巡回【巽北】
（中央図書館自動車文庫）

サロン10：00 AM（鶴橋）
★11：30 AM：動物村
～動物とふれあおう！～
※雨天延期
（大東幼稚園）
★1：00 PM： 
ポポポカフェ
（大阪聖和保育園）

★10：30 AM： 
 えほんの広場　
中国語              
（子育てプラザ）
★2：30 PM：
絵本の会―幼児
～小学生向け―
※要予約       
（生野図書館）

★10：00 AM： 
身体測定
（東桃谷幼児の園）
★12：30 PM：
あかちゃんDAY
（聖浄保育園）

★10：00 AM：　
身体測定
（東桃谷幼児の園）

★10：00 AM：おたのしみ・
わくわく！ソーイングday
（大阪聖和保育園）
サロン10：00 AM（北巽）
サロン10：00 AM（巽）
★10：00 AM： 自力整体
※要予約（子育てプラザ）
サロン10：30 AM（巽東）
★10：30 AM：栄養士参加
（こひつじ乳児保育園）
★1：00 PM：赤ちゃんday
（こひつじ乳児保育園）

★10：00 AM：身体測定
（東桃谷幼児の園）
サロン10：00 AM（東中川）
サロン10：00 AM（舎利寺）
サロン10：30 AM（小路）
サロン10：30 AM（西生野）
★11：00 AM： 絵本の会
―0・1・2歳向け―※要予約
（生野図書館）

★10：00 AM： 
身体測定
（東桃谷幼児の園）
サロン10：00 AM（巽南）
★1：30 PM： 
赤ちゃん広場①
※要予約
（子育てプラザ）

★10：00 AM： 
身体測定
（東桃谷幼児の園）
★10：00 AM：あのねの日
（東桃谷幼児の園）
サロン10：00 AM（勝山）
サロン10：00 AM（林寺）

★10：00 AM： 
アロマdeリラックス
（大阪聖和保育園）
★10：15 AM： 
せいさく
～作品展展示～
（白菊幼稚園）

★10：00 AM： 
ワン・ツーりとみっく
（子育てプラザ）
サロン10：00 AM（田島）
★10：00 AM： 
手作りおもちゃ
（大阪聖和保育園）
★10：30 AM：お誕生日会
（こひつじ乳児保育園）

★10：00 AM： 
健康相談/身体測定
（大阪聖和保育園）
★1：15 PM：  
保育所（園）
入所（園）相談
（子育てプラザ）

★10：00 AM： 
わくわくの日
「秋の製作・フォトスタンド」
（東桃谷幼児の園）
サロン10：00 AM（生野）
★10：00 AM： 
小児はり
（子育てプラザ）
★10：45 AM： 
１歳「よちよちくらぶ」
（南生野いちょう保育園）

★10：20 AM： 
リトミック
〔リトミック研究
センター〕
（大東幼稚園）

★10：30 AM： 
マタニティ操体法
（子育てプラザ）

★10：00 AM：
お試し保育体験
（大阪聖和保育園）

★10：00 AM： 
おたのしみ・わくわく！
ソーイングday

        （大阪聖和保育園）
★10：00 AM： 
身体重測定＆保健師相談
（子育てプラザ）
★10：30 AM：身体測定
（こひつじ乳児保育園）
★1：00 PM：赤ちゃんday
（こひつじ乳児保育園）
★1：15 PM： 
わらべうたベビマ
（東桃谷幼児の園）

★10：00 AM：
お誕生会＆おたのしみ会
（東桃谷幼児の園）
★10：00 AM： 
お誕生日会
（大阪聖和保育園）
★10：45 AM： 
お誕生日会
（子育てプラザ）
★10：45 AM： 
ママ向け制作
（南生野いちょう保育園）

★10：30 AM： 
えほんの広場　
英語
（子育てプラザ）

★10：20 AM：
スタンピング
（大東幼稚園）
★1：00 PM：
赤ちゃん広場②
（子育てプラザ）
★6：30 PM：
楽しく晩ごはん
（大阪聖和保育園）

★10：00 AM： 
ふたごちゃん
DAY
（子育てプラザ）

11月の行事予定10月の行事予定

鶴橋幼稚園
大阪聖和保育園
東桃谷幼児の園
もこもこ（生野・天王寺地域子育て支援センター）連絡先は東桃谷幼児の園
生野図書館
自動車文庫（移動図書館まちかど号巡回）
南生野いちょう保育園
すみれ幼稚園
聖浄保育園

桃谷 2-20-14
桃谷 5-4-5
勝山北 3-4-33

勝山南 4-7-11

生野東 4-1-22
舎利寺 1-5-28
舎利寺 3-9-10

☎6731-6401
☎6731-6112
☎6731-0350

☎6717-2381
☎6539-3305
☎6731-6757
☎6712-0747
☎6731-5713

勝山愛和第一幼稚園
勝山愛和第三幼稚園
勝山愛和第二幼稚園
中川幼稚園
生野区子ども・
子育てプラザ
白菊幼稚園
大東幼稚園
こひつじ乳児保育園
あったかスマイル・いくの

子
育
て
サ
ロ
ン

巽東 2-1-6-106
小路東 1-17-28
小路東 2-16-14
巽北 2-5-24

巽北 2-4-16

中川 3-7-18
林寺 2-21-13
舎利寺 3-11-24
勝山南 1-3-4

☎6753-7728
☎6754-4355
☎6751-4667
☎6752-4515

☎6752-8000

☎6751-6660
☎6719-0017
☎6741-3336
☎6731-7971 地域名 サークル名 場　所 地域名 サークル名 場　所 地域名 サークル名 場　所


