
城東図書館ボランティアグループ「里の会」の 

みなさんによる大型絵本の読み聞かせや紙芝居など、

楽しいプログラムです！ 

 

平成 26 年 11 月 1 日（土）14時～15時 

城東図書館おはなしのこべや 

定 員：当日先着 50名 
 

お問合せ 

大阪市立城東図書館 

大阪市城東区新喜多東 1-1-7 ☎ 06-6963-5680 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 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 

2 木 ワクワク 3階 DAY  
ぴよぴよ 3階 DAY 

  ◆ブックスタート  

3 金 ◆親子たいそう  ◆ブックスタート 
絵本読み聞かせ会 

製作あそび  

4 土 小麦粉ねんど     

5 日 おもちゃ病院 
    

6 月      

7 火 ワクワク 3階 DAY     ◆ブックスタート 

8 水 わくわく公園 DAY   園庭あそび  

9 木 ◆Let’s にがお絵  ボールプールで 

遊ぼう 

 永田公園で遊ぼう 

10 金 ◆いもほり  ボールプールで 
遊ぼう 

  

11 土 臨時休館 わくわく子育てﾌｪｽ
ﾃｨﾊﾞﾙ（区民ﾎｰﾙ･
蒲生中公園） 

 わくわく子育てﾌｪｽﾃｨ
ﾊﾞﾙ（区民ﾎｰﾙ･蒲生
中公園） 

 

12 日      

13 月      

14 火    身体測定 

保健師来館 
保健師来館 

15 水 お誕生記念手形ｽﾀﾝﾌﾟ   園庭あそび ミニおたのしみ会 

16 木 お誕生記念手形ｽﾀﾝﾌﾟ 親子あそび  避難訓練  

17 金 ◆秋の人形劇公演     

18 土 プラバン工作     

19 日 ◆ものづくり講座 

ランプシェードづくり 
    

20 月      

21 火 ワクワク 3階 DAY     離乳食講座 

22 水 ◆ブックスタート 
◆ワクワク絵本 DAY 
◆英語であそぼう 

  園庭あそび 手作り絵本講座 
プチクラフト 

23 木 ◆親子ビクス すくすくあかちゃん  新園庭あそび  

24 金 親子あそび教室 子育て相談 ◆ベビーマッサージ 
10/16  受付開始 

◆クラフト 
「ハロウィン」 

 

25 土 おはなし会     

26 日      

27 月     所庭であそぼう 
（10月のみ第 4月曜） 

28 火 ワクワク 3階 DAY  

ぴよぴよ 3階 DAY 

 ◆親子ヨガ 

10/20  受付開始 
◆サーキットあそび  

29 水 ◆絵本読み聞かせ   園庭あそび  

30 木 ワクワク 3階 DAY  
ぴよぴよ 3階 DAY 

親子体操  ◆お誕生会  

31 金 ハロウィン  手がた・足がた 

スタンプ（150 円～） 
  

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 

10 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。 

※登録の為、a1mobile@mmag.city.osaka.lg.jp から返信が来ます。 

メルマガは mobilesoushin@mmag.city.osaka.lg.jp からメールが届きます。どちらも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 

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 

大阪市立城東図書館 

第 17回大阪市図書館フェスティバル 

城東図書館 秋のこども会 

城東区子ども・子育てプラザ 
ものづくり講座「ハロウィンのランプシェードづくり」 

和紙とクラフトテープでハロウィンのランプをつくります 

日時：１０月１９日（日）１０：００～１２：００ 

対象：小学生  定員：１０人（先着順)  材料費：１００円 

申込み：１０月１日(水)から来館にて申込んでください。 

※代理と電話の申込みは、できません。 

講師：松井 祐先生(大学教員） 

※手ふきタオル持参、汚れても良い服装でご参加ください。 
 
プラザの秋まつり開催について 

日時：１１月９日(日）１０：３０～１４：００ 

 当日利用できる食券を事前にご購入いただきます。 

１０月７日（火）～１０月３１日（金）食券販売いたします 

１枚３００円（やきそば・フランクフルト・お菓子・ミルクせんべい・のみもの） 

※1枚の食券ですべて飲食できます。当日の食券販売はおこないません。 

※ゲーム券は当日児童に無料配布します。 
 

お問合せ：城東区子ども・子育てプラザ TEL/FAX 06-6933-2880 
 
☆１０月１１日（土）は、わくわくフェスティバルにプラザ職員が参加の為臨時休業いたします。 

ファミリー・サポート事業は通常通りです。 

 

参加しているお母さんたちが主体的

に自由に気軽に活動しています。 

季節の行事を通して、お友達の輪が

広がっています。 

東中浜公園集会所 

（東中浜 5-3-30） 

第 1・2水曜 

10：30～12：00 

東中浜地区子育てサロン 

３月には親子で 

修了証書を作ります。 

菫地区子育てサロン すみれ会館 

（古市 2-1-49） 

第１・３木曜 

10：30～12：00 

アットホームな雰囲気の中、お母さ
んも子どもものんびり、ゆったり、
安心して遊んだりおしゃべりしたり

できる、そんなサロンです。いつで
も遊びに来てください。 

菫小学校 6年生による 

体験ボランティア 

クレオ大阪東 

働きたい！ 

ほんき女性の就活チャレンジセミナー VOL.2 
 

10 月 23日（木）私らしい働き方発見講座 
講師：戎 多麻枝（クレオ大阪東キャリアコンサルタント） 

 

10 月 31日（金）職業適性＆自己分析セミナー 
講師：小野 弓子（日本メンタルヘルス協会公認心理カウンセラー） 

 
※2講座同時申込みできます（1講座のみの受講も可能です） 
 
会場：クレオ大阪東 ２階 研修室 

時間：10：00～12：00 

定員：16名（※先着順） 

受講料：無料 

対象者：本気で就職（再就職・転職）を考えている女性 

一時保育：1歳～就学前のお子様（お一人様 1回 500円） 

※事前にお申込みください 

申込方法：電話、FAX、来館、HPにて受付 

申込期間：9月 21日（日）～10月 22日（水） 

問合せ先：クレオ大阪東（大阪市立男女共同参画センター東部館） 

電話 06-6965-1200  FAX06-6965-1500 

主催：大阪市  実施主体：（一財）大阪労働協会 

11月号掲載記事募集 

テーマ「うちの子 おもしろ エピソード」 
 

言い間違いや不思議な行動、こっそり聞いてしまった
自作ソング等くすっと笑えるうちの子エピソードを
募集します。 
 

応募方法 
 
メールにて下記アドレスに送ってください。 

宛先 team_singlez@yahoo.co.jp 
件名 11月号記事応募 

本文 住所 

氏名 

ペンネーム 

エピソードを書いてください。 

アンケートにご協力いただける方は、今までの 

『わくわく城東』でよかった記事を教えてください。 

締切 10月 12日（日） 

 

ご応募いただいた方全員にプレゼントをさしあげます。 

※応募者多数の場合、誌面にすべて掲載できないことがあります。 

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

