
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 曜日 

子ども・子育て 

プラザ 

℡ 6933-2880 

城東つどいの 

広場 

℡ 6931-4882 

つどいの広場 

だんだん 

℡ 6961-5505 

今福保育園 

地域子育て支援センター 

ぽかぽか 
℡ 4255-4922 

城東子育て 

支援センター 

℡ 6965-7121 

1 土 スライムあそび    父と子のひろば 

2 日 おもちゃ病院     

3 月    ◆あそぼう会 

   （クラルテ観劇） 

保育所の庭で 

あそぼう 

4 火 ワクワク 3階 DAY    製作遊び ◆ブックスタート 

5 水 ぴよぴよ 3階 DAY 
ワクワク 3階 DAY 

◆ブックスタート 
だっこで絵本  

10：30整理券配布 

 ホールあそび 「絵本の会」 
読み聞かせ 

6 木 ワクワク 3階 DAY  
ぴよぴよ 3階 DAY 

  ◆ブックスタート リサイクル講座 

7 金 ◆親子たいそう  ◆ブックスタート 

絵本読み聞かせ会 
誕生会  

8 土 プラバン工作 子育て相談    

9 日 ◆ものづくり講座 
（粘土で和菓子作り） 

    

10 月    身体測定  

11 火 ぴよぴよ 3階 DAY 

ワクワク 3階 DAY 
  身体測定 

保健師来館 
 

12 水 ワクワク 3階 DAY  
ぴよぴよ 3階 DAY 

  園庭あそび 子育て講座 
保健師来館 

13 木 ◆Let’s にがお絵  ◆親子ヨガ 
3/5 受付開始 

◆手作りおもちゃ 永田公園で 
あそぼう 

ミニお楽しみ会 

14 金 おたのしみ会     

15 土  親子体操    

16 日      

17 月     プチクラフト 

18 火 ぴよぴよ 3階 DAY 
   離乳食講座 

19 水 ワクワク 3階 DAY  
ぴよぴよ 3階 DAY 

すくすく赤ちゃん  園庭あそび  

20 木 親子あそび教室 親子あそび ◆ベビーマッサージ 
3/12 受付開始 

  

21 金      

22 土 おはなし会     

23 日      

24 月      

25 火 ◆交流卓球大会     

26 水 ◆ブックスタート   園庭あそび  

27 木 ◆親子ビクス     

28 金   手がた・足がた 
スタンプ（150円～） 

  

29 土      

30 日      

31 月      

はお休みです！  ★ 詳細については各施設にお問い合わせください 

◆は申し込みが必要です   ★ 子育てサロンについては子育てＭＡＰ※をご参照ください 

              ※子育てＭＡＰは区役所２階 21番窓口でお申し出ください 

子育てサロン 

〈諏訪地区〉 

プッチクラブ 

第 2.4水曜 10：30～12：00 
 

〈中浜地区〉 

中浜にこにこクラブ 

毎週木曜 10：30～12：00 
 

〈森之宮地区〉 

トトロキッズ 

第 1.3木曜 10：00～11：30 
 

〈東中浜地区〉 

すくすく 

第 1.2水曜 10：30～12：00 
 

〈城東地区〉 

スキップ 

第 2.4火曜 10：30～12：00 
 

〈鴫野地区〉 

元気クラブ 

毎週水曜 10：30～12：00 
 

〈聖賢地区〉 

聖賢キッズ 

第 1.3火曜 10：30～12：00 
 

〈今福地区〉 

わくわく 

第 1.3金曜 10：30～11：30 
 

〈放出地区〉 

すまいる KID’S 

第 1.2.4金曜 10：00～12：00 
 

〈鯰江地区〉 

このゆびとまれ 

毎週木曜 10：30～11：30 
 

〈鯰江東地区〉 

鯰江東ジャンボクラブ 

第 2.4金曜 10：30～11：30 
 

〈関目地区〉 

わんぱく 356 

第 2.4金曜 10：30～11：30 
 

〈関目東地区〉 

わんぱく 124 

第 2.4木曜 10：30～11：30 
 

〈菫地区〉 

すみれクラブ 

第 1.3木曜 10：30～12：00 
 

〈榎並地区〉 

榎並ぽっぽ会 

第 1.2.3.4火曜 10：30～12：00 
 

〈成育地区〉 

成育チルドレン 

第 2.4金曜 10：30～12：00 

3月 イベントカレンダー 

城東区子育て情報メルマガ会員募集中です 

amobile@mmag.city.osaka.lg.jp 宛に空メールを送信して登録すると毎月 27日に配信されます。 

※ mobilesoushin@mmag.city.osaka.lg.jp からメールが届きます。受信できるように設定してください。 

お問い合わせ 登録に関すること：城東区役所総務課 06-6930-9091 Fax06-6931-9999 

内容に関すること：城東区保健福祉センター保健福祉課 06-6930-9857  Fax06-6932-1295 

 

バーコードリーダー機能付き携帯電話をお持ちの方は 

上記 QRコードを読み込んで空メールを送信できます。 

クレオ大阪東 
管理運営 一般財団法人大阪労働協会 

開館時間 9：30～21：30 

休館日 

月曜日（その日が祝休日の場合は除く） 

祝日の翌日（日曜日または祝日にあたる場合はその翌日） 

年末年始（12月 29日～1月 3日） 

5月 3日～5月 7日の期間は 5月 6日のみ 

（その日が日曜日または休日にあたる場合はその翌日） 

クレオ大阪東では、 

「わたしらしさも、あなたらしさも、もっとかがやく、クレオ大阪東」 

をテーマに掲げ、皆様に愛され、喜ばれる施設づくりをめざしております。 

お越しいただきましたお一人お一人にとって、このクレオ大阪東が学習の

場であり、憩いの場であり、和気あいあいと楽しめる場であり、そして互

いに認め合える場、そのような場所づくりができれば、と思っています。 〒536-0014大阪市城東区鴫野西 2-1-21 

TEL 06-6965-1200  FAX 06-6965-1500 

http://www.creo-osaka.or.jp/east/ 

大阪市立男女共同参画センター 東部館 

●講座の企画・運営 
一時保育付き講座もあります。 

●情報・図書コーナー 
男女共同参画・女性問題・生き方・悩み・から

だ・子育て・家族問題等に関する図書、雑誌、

ビデオなどを収集し、閲覧、貸出、地域情報の

発信を行っています。絵本もあります。 

●相談コーナー 
「女性のためのお仕事相談 キャリアカウンセリング」 

「女性のなんでも相談」を行っています。要予約。 

月１回土曜日は男性相談もあります。 

●女性のためのパソコンコーナー 
インターネットでのお仕事情報検索やエクセル・ 

ワード等の練習、職務履歴書やジョブカードの 

作成等にご利用いただけます。 

就職活動に関係のない利用はできません。 

使用時間１回 50分、１日１回のみ延長可。 

●貸室 
有料で施設・設備が利用できます。 

ホール ・ 音楽室（多目的室） 

研修室 ・ 会議室 ・ 和室 

クラフト調理室・ギャラリー 
 

無料で打合せ等にご利用いただける

交流サロンもあります。 

※それぞれの詳細に関しては直接クレオ大阪東にお問い合わせください。 

聖賢会館 

今福西 3-1-9 

第 1・3火曜 10：30～12：00 

聖賢地区子育てサロン 
親子で楽しい時間を過ごしませんか？見学は自由で

す。季節の行事やプール遊びをしたり、おしゃべり

を楽しんでいます。ぜひ遊びに来てください。 

子育てサロンは２階ですが、 

１階でボランティアの方がお

手伝いしてくれるので、ベビー

カー、自転車でもＯＫです。 

 

中浜地区子育てサロン 

中浜にこにこクラブ 

毎週木曜 10：30～12：00 

悪天候にもかかわらず 

参加してくれました。 

ダンボール製の織り機と 

フォークで作ります。 

小さいお子さんは 

主任児童委員さんたちがお相手

してくれました。 

人見知り時期の子はお母さんが

寄り添ったまま製作です。 

mailto:amobile@mmag.city.osaka.lg.jp

