
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（区役所２階 21番窓口にて）をご参照ください 

               

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 

７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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 火 ワクワク 3階 DAY    ◆ブックスタート 

2 水 ◆タッチセラピー ◆ブックスタート 
だっこで絵本  
10：30整理券配布 

 ◆手作りおもちゃ 「絵本の会」 
  読み聞かせ 

3 木 ぴよぴよ 3階 DAY 
ワクワク 3階 DAY 

  ◆ブックスタート 
 

4 金 たなばた飾りを 

つくろう 
 ◆ブックスタート 

絵本読み聞かせ会 
  

5 土 スライムあそび 
 

   

6 日 おもちゃ病院     

7 月    身体測定 所庭であそぼう 

8 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 

保健師来館 

9 水 子育て情報講座  ボールプールで 
遊ぼう 

避難訓練 
水あそび 

親子教室 

10 木 ◆Let’s にがお絵   なかよしプラザイベント 永田公園で遊ぼう 
ﾐﾆお楽しみ会 

11 金 ◆親子たいそう  ◆ベビーマッサージ 

7/3  受付開始 

  

12 土 プラバン工作     

13 日      

14 月      

15 火 ぴよぴよ 3階 DAY 
ワクワク 3階 DAY 

  製作あそび 離乳食講座 

16 水 ◆タッチセラピー 

フォローアップ講座 
  色水あそび 親子教室 

プチクラフト 

17 木 ワクワク 3階 DAY  
ぴよぴよ 3階 DAY 
お誕生記念手形ｽﾀﾝﾌﾟ 

親子あそび ◆親子ヨガ 
7/9  受付開始 

  

18 金 親子あそび教室 
お誕生記念手形ｽﾀﾝﾌﾟ 

子育て相談    

19 土    あそぼう会（縁日）  

20 日      

21 月      

22 火      

23 水 さわやかラジオ体操 
◆ブックスタート 

水あそび 

  水あそび 親子教室 

24 木 さわやかラジオ体操 
水あそび・親子ﾋﾞｸｽ 

すくすくあかちゃん  ホールあそび リサイクル講座 

25 金 さわやかラジオ体操 

伝承遊び・水あそび 
  ◆誕生会  

26 土 さわやかラジオ体操 
おはなし会 

    

27 日 さわやかラジオ体操     

28 月      

29 火 さわやかラジオ体操 

水あそび◆お母さん
のためのﾘﾌﾚｯｼｭﾖｶﾞ 

ふれあい遊び    

30 水 さわやかラジオ体操 

水あそび 
 手がた・足がた 

スタンプ（150 円～） 
水あそび  

31 木 さわやかラジオ体操 
◆卓球大会・水遊び 

親子体操    

環境ボランティア「2014エコボラ」の 

みなさんに教えていただきました。 

牛乳パックでカゴ作り 

チラシで作る星形トレイ 

魚のお絵かき 

どんぐり投げゲーム 

創作エコバッグ 

ペーパークラフト 

工作好きな子どもたちは集中してじっくり

作っていたので、時間があっという間に 
過ぎてしまいました。 
コスモちゃんがかわいかったです。 

今福地区子育てサロン 
年に何回か季節の行事を行っています。 

お母さん同士、和気あいあいと活動しています。 

今福老人憩の家 

（今福南４-13-23） 

第１・３金曜 10：30～11：30 

大阪市立城東区民ホール 

親子フラダンス教室 
７月 13日・20日（日）10：00～11：15 

定員 30名（先着・事前予約制） 

参加料 お一人 1000円（２回分） 

※ペア又は親子でご参加の方は割引あり 

 

子どものための肌ケアセミナー 
７月 17日（木）14：00～16：00 

定員 30名（先着・事前予約制） 

参加料 無料 

 

離乳食セミナー「離乳食と歯のケア」 
７月 22日（火） 

11：00～（2回食まで対象） 

13：30～（3回食から対象） 

定員 各回 10組 20名（先着・事前予約制） 

参加料 一組 100円 

 
お問合せ 

大阪市立城東区民ホール 

〒536-0005 城東区中央 1-3-6 

電話 06-6932-2000 FAX 06-6932-2030 

子ども・子育てプラザ 親子でクッキング 
 

日 時：8月 22日（金） 10：00～12：30 

場 所：保健福祉センター分館 

対 象：小学生とその保護者  定員：12組 

参加費：一人 500円（親子で 1000円） 

申 込：7月 15日から 8月 15日までの先着順 

お問合せ：子ども子育てプラザ 

〒536-0004城東区今福西 1-1-39 
TEL/FAX 06-6933-2880 

共 催：城東区食生活改善推進員協議会 

城東区保健福祉センター 管理栄養士桒野琢也さん 

持ち物：エプロン、三角巾、ハンカチ、マスク、お茶 

※問合せ・申込施設と開催場所が違います。ご注意ください。 

生涯学習協働事業講座 参加者募集（申込要） 
区内で活動するグループが運営する講座です。 

 

＜暮らしに役立つ！お金の講座  

～子どもの教育資金っていくらかかるの？～＞ 

家計管理に必要な知識を身につけ、子どもの将来に向けた 

マネープランを一緒に考えましょう。 

と き：７月１０日（木）１３：３０～１４：３０ 

ところ：城東区役所 ３階 大会議室 

定 員：５０名（多数抽選） 対 象：どなたでも  参加費：無料 

講 師：ＳＭＢＣコンシューマーファイナンス株式会社 

     プロミス梅田お客様サービスプラザ 
 

申込み：往復はがき、ＦＡＸまたはメールで、講座名（番号）・住所・氏名・年齢・

電話番号を記入し、下記問合せ先まで、ふるってご応募ください。 
 

締切り：７月９日（水）必着 
 

問合せ：城東区役所 総務課（総合企画） 

〒536-8510  城東区中央 3-4-29 TEL：6930－9094 FAX：6931－9999 

メール：miruyukiku@city.osaka.lg.jp 

『わくわく城東』編集スタッフ大募集!! 
①パソコン入力作業 ②レイアウト作業（パソコンなし） 

・未経験 OK（パソコンの講習しながら研修します） 

・お子様連れ OK 

・少しですが謝礼出ます。 
 

お気軽にお問合せ下さい。編集担当・奥田 

team_singlez@yahoo.ne.jp 

●セブンイレブン 

●スーパー 

電気量販店 

● 

 

鯰江東小学校 

今福老人憩の家 

南今福北公園 

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

