
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 木 ぴよぴよ 3階 DAY 
ワクワク 3階 DAY 

  ◆ブックスタート 

 
 

2 金 ◆親子たいそう  ◆ブックスタート 
絵本読み聞かせ会 

  

3 土      

4 日      

5 月  
 

   

6 火      

7 水 ワクワク 3階 DAY  
ぴよぴよ 3階 DAY 

◆ブックスタート 
だっこで絵本  

10：30整理券配布 

 園庭あそび 「絵本の会」 
読み聞かせ 

8 木 ◆Let’s にがお絵    公園ひろば 
ミニお楽しみ会 

9 金 バルーンあそび 子育て相談  製作あそび  

10 土 プラバン工作   あそぼう会 

   （園庭あそび） 
 

11 日 おもちゃ病院     

12 月    身体測定 保育所の庭で 
あそぼう 

13 火 ワクワク 3階 DAY   ボールプールで 
遊ぼう 

身体測定 
保健師来館 

◆ブックスタート 
保健師来館 

14 水 ◆タッチセラピー  ボールプールで 
遊ぼう 

園庭あそび 親子教室 

15 木 お誕生記念手形ｽﾀﾝﾌﾟ 親子あそび  避難訓練  

16 金 親子あそび教室 
お誕生記念手形ｽﾀﾝﾌﾟ 

 ◆ベビーマッサージ 
5/8  受付開始 

  

17 土 スライムあそび 親子体操   父と子のひろば 

18 日      

19 月      

20 火 ぴよぴよ 3階 DAY   ◆手作りおもちゃ  

21 水 ◆お母さんのための 
   リフレッシュヨガ 

  園庭あそび 親子教室 
プチクラフト 

22 木 ワクワク 3階 DAY  

ぴよぴよ 3階 DAY 

すくすくあかちゃん ◆親子ヨガ 

5/14  受付開始 
  

23 金 感触あそび   ホールあそび  

24 土 おはなし会     

25 日      

26 月      

27 火 ワクワク 3階 DAY  
ぴよぴよ 3階 DAY 

   離乳食講座 

28 水 ワクワク 3階 DAY  

ぴよぴよ 3階 DAY 
◆ブックスタート 

  園庭あそび 親子教室 

29 木 ◆親子ビクス   誕生会  

30 金 しゃぼん玉であそぼう 
 

手がた・足がた 
スタンプ（150円～） 

  

31 土  
 

   

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 

５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。 

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 

クレオ大阪東の一時保育付き講座 
 
ママ❤コミュ 

お片付けのイライラ 利き脳でスッキリ！ 
「ライフオーガナイズ」というアメリカ発の 
思考と空間の整理術を学びます。 
自分に合ったお片付けは、自分の思考の整理からはじまるそうです。 
スッキリ整頓された快適な空間で子育てを楽しみましょう！ 

５月 21 日（水）10：00～12：00 

申込期間：４月９日（水）9：30～５月８日（木） 

 

対象：未就学児のママ 
定員：12名（応募者多数の場合抽選） 

※１歳～就学前のお子様の一時保育あります。 

事前にお申込みください。（１回につき 500円） 

講師：＊La Vida Alegre＊主宰 
マスターライフオーガナイザー 田中佐江子 

 

 
お問合せ・お申込み 
クレオ大阪東（大阪市立男女共同参画センター東部館） 
〒536-0014 大阪市城東区鴫野西 2-1-21   TEL 06-6965-1200  FAX 06-6965-1500 
HP http://www.creo-osaka.or.jp/east 

ママ❤コミュカフェ 
６月 13日（金）10：00～12：00 
申込期間 5月 14日～6月 5日 
定員：10名（先着順）一時保育なし 
 
こちらもぜひご利用ください。 

大阪市立城東区民ホール 
 

環境学習体験“わくわくエコワークショップ” 
環境ボランティアのみなさんが、楽しく自然やエコについて 
教えてくれるお子様向けワークショップです。 

５月 24 日（土） 10：00～11：30 

対象：どなたでも 

定員：30名程度（事前予約制） 

参加料：100円 

内容：どんぐり投げゲーム 

木の魚でオリジナルの飾りをつくろう！ 

オリジナルエコバッグをつくろう！ など 

講師：ボランティアグループ「2014エコボラ」 

（元生き生き地球館エコボランティア）のみなさま 

 

 

お問合せ・お申込み 
大阪市立城東区民ホール 
〒536-0005 大阪市城東区中央 1-3-6 
TEL 06-6932-2000  FAX 06-6932-2030 

●● プレゼント ●● 
 

環境学習体験“わくわくエコワークショップ”の 
参加チケット（100 円相当）を２名の方にプレゼントします。 

 

応募資格：後日、メールにて参加したご感想をいただける方 

応募方法：住所、氏名、わくわく城東を初めて知った場所を 

明記のうえ、メールにてご応募ください。 

宛 先 ：team_singlez@yahoo.co.jp 

「わくわく城東編集担当」まで 

締切は５月 17 日、抽選発送は５月 18 日の予定です。 

※いただいた個人情報は区民ホールに提供します。本イベント以外の目的で使用することはありません。 

本を読む日（一時保育付読書タイム） 

５月 22 日（木）10：00～12：00、13：00～15：00 

５月 23 日（金）10：00～12：00、13：00～15：00 

申込期間：５月２日（金）～５月 14 日（水） 

 

対象：大阪市内在住・在勤・在学で子育て中の方 
保育料：お預かり１回につき 生後８か月～１歳未満 800円 

１歳～就学前  500円 
※保育できるお子さんは生後８か月～就学前の方です。 

お子さまを預けたまま館外への外出はできません。 

保育定員：８名（先着順） 

キッズシアター「フランダースの犬」  

同時上映「はなかっぱの交通安全」 

５月５日（月・祝） 10：00～11：00（開場 9：45） 

対象：どなたでも（大人だけの申し込み可） 
定員：60名程度   入場料：無料 
 

授乳スペースもご用意しています。 

ご希望の方にはお席をご用意することも可能です。お電話ください。 

ノーバディーズパーフェクト 

～完璧な親なんていない～ 
5月 28日～7月 16日（毎週水曜全 8回）
10：00～12：00 
申込締切：5月 13日 
一時保育あり、事前にお申込みください。 

カナダ生まれの親支援プログラムです。 

城東図書館&子ども・子育てプラザ共催行事第 1弾 
 

ワクワクえほんＤＡＹ♪ 
ふれあい遊びや手遊びなどをまじえながら 
絵本の楽しさを伝えます！ 

５月 14 日（水） 11：00～12：00 

ところ：城東図書館おはなしのこべや 
対 象：どなたでも 
定 員：30組（当日先着） 
参加料：無料 
持ち物：くつを入れる袋 

 

お問合せ・お申込み 
大阪市立城東図書館 
〒536-0017大阪市城東区新喜多東 1-1-7 
TEL 06-6963-5680  FAX 06-6963-5688 

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

