
大阪市立城東区民ホール 
指定管理者：大阪ガスビジネスクリエイト株式会社 

城東区中央 1-3-6 

☎ 06-6932-2000 

FAX06-6932-2030 

クレオ大阪東 
大阪市立男女共同参画センター東部館 
実施主体：（一財）大阪労働協会 

城東区鴫野西 2-1-21 

☎ 06-6965-1200 

FAX06-6965-1500 

大阪市立城東図書館 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 日 おもちゃ病院     

2 月     保育所の庭で 
あそぼう 

3 火 ワクワク 3階 DAY 
 

  
 ◆ブックスタート 

4 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 

 ホールあそび 

親子ふれあい 
絵本タイム 

「絵本の会」 

読み聞かせ 

5 木 ワクワク 3階 DAY 
ぴよぴよ 3階 DAY 

  ◆ブックスタート  

6 金 ◆親子体操  ◆ブックスタート 
絵本読み聞かせ会 

製作あそび  

7 土 小麦粉ねんど     

8 日      

9 月    身体測定  

10 火 ワクワク 3階 DAY 
ぴよぴよ 3階 DAY 

 ◆親子ヨガ 
2/2受付開始 

身体測定 
保健師来館 

保健師来館 

11 水    
  

12 木 ワクワク 3階 DAY 
ぴよぴよ 3階 DAY 

   
永田公園で遊ぼう 
ミニお楽しみ会 

13 金 バルーンあそび 子育て相談    

14 土 プラバン工作 親子体操  ◆あそぼう会 
  ひな飾り製作 

 

15 日 ◆ものづくり講座 
ねんどでひなまつり 

    

16 月    ◆クラフト  

17 火 ぴよぴよ 3階 DAY ゴスペル 
 

避難訓練 離乳食講座 

18 水 ワクワク 3階 DAY 
ぴよぴよ 3階 DAY 

  ホールあそび ◆親子教室 
プチクラフト 

19 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プ 

親子あそび ボールプールで 
遊ぼう 

  

20 金 親子あそび教室 

お誕生記念手形スタンプ 
 ボールプールで 

遊ぼう 
  

21 土      

22 日      

23 月   ◆ベビーマッサージ 
2/16受付開始 
オイル代として 100円 

  

24 火 ◆お母さんのための 
リフレッシュヨガ 

  ◆誕生会  

25 水 ◆ブックスタート 

英語であそぞう 
◆親子でおやつ作り 

  ホールあそび ◆親子教室 

26 木 親子ビクス すくすく赤ちゃん    

27 金 ひなまつり 絵本展 手がた・足がた 

スタンプ（150円～） 
  

28 土 ◆Let‘ｓにがお絵 
おはなし会 

    

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 

２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、almobile@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 

区民ホールバレンタインコンサート 
 

お子さまから大人の方までみんなで楽しめる 

お馴染の曲いっぱいのファミリーコンサートを開催します。 

一緒に歌おうのコーナーや楽器紹介などもあり、 

素敵な時間をお過ごし頂ける事間違いなし！ 

「コスモちゃん」も遊びに来ますよ♪ 

ベビーカーごとお入り頂けますので、 

小さなお子さま連れの方もぜひお越しください。 
 

日 時：２月 14 日（土） 

10：30～11：30（開場 10：15～） 

定 員：100 名程度（先着・事前予約優先） 

入場料：無料 

場 所：大阪市立城東区民ホール・ホール 

出 演：関西スターアンサンブル 

曲 目：レット・イット・ゴー 

ようかい体操第一 

夢をかなえてドラえもん etc 
※曲目は変更する場合がございます。 

予約申込：お電話または 

直接ご来館にて 

ご予約ください。 

子どものしつけ?! 事件?! について 
いっしょに考えてみませんか？ 

 
子どもに対するおとなの思いと保護者としての責任のはざまで、

悩みながら子育てをしている方や、子どもに関わっている方々と

是非いっしょに「子どもを地域で安全安心に育てること」につい

て考えてみませんか。 

講師：辻本絹代さん 

憩いの部屋主宰 日本アドラー・カウンセラー協会登録心理カウンセラー 
 
日 時：２月 21 日（土）13：30～15：30 

定 員：20 名（先着順） 

対 象：どなたでも 

参加費：無料 

会 場：クレオ大阪東 ２Ｆ 多目的室 

申込受付：１月 15 日（木）～定員に達するまで 

※１歳～就学前のお子さまの一時保育あります。 

事前にお申し込みください。 
 

ママパパ de 考えよう 
これからの HAPPY☆LIFE 

～夫婦で子育てがうまくいく１０のコツを教えます！～ 
 
パパ講師が夫婦で子育てがうまくいくコツをお教えします。 

パパが育児に関わることで、子どもの言葉の発達や社会性の発達

に大きく影響を与えるという報告が出ています。家族みんなが 

笑顔になるために夫婦一緒によりよいコミュニケーションを学び

夫婦一緒に幸せ家族になりましょう！！ 

講師：和田憲明さん 

NPO法人ファザーリング・ジャパン関西代表 
 
第１回         第２回 
２月 21 日（土）    ３月１日（日） 
10：00～12：00     14：00～16：30 

 
定 員：20 名（先着順） 

対 象：素敵に輝きたいママ＆パパ 

     現在仕事しているプレママ＆パパ 

参加費：無料 

会 場：クレオ大阪東 ２F 多目的室 

申込受付：１月 20 日（火）～定員に達するまで 
※１歳～就学前のお子さまの一時保育あります。 

事前にお申し込みください。 

牛乳パックで 
「玉のりピエロ」をつくっちゃお～♪ 

 
日 時：２月 21 日（土）14：00～15：00 

場 所：城東図書館おはなしのこべや 

講 師：なにわエコクラブのみなさん 

持ち物：くつを入れる袋（材料は図書館で用意します） 
 
※一度に入れるのは 20 名までです。 

できあがった人は次の人とかわっていただきます。 
 

主催：大阪市立城東図書館  共催：大阪市環境局 
運営：環境事業協会・あだーじょ共同企業体 
 

●定例おたのしみ会● 

水曜おたのしみ会 毎水曜 15：30-16：00 

えほんのひろば  第 2 土曜 14：00-14：30 

「もっと知りたい 子どもの気持ち」 
～育てにくさや気がかりありませんか？～ 

 
フリートークもあります。一緒に話して、一緒に考えましょう。 

講 師：岡本祥子さん 

吹田市子育て広場事業運営団体『こらぼれチップス』スタッフ 
 

日 時：２月５日(木) 10：00～12：00（受付 9：30～） 

場 所：城東区在宅サービスセンターゆうゆう 

３階ボランティアルーム 

中央 2-11-16 ☎ 06-6936-1153 

定 員：30 名（先着） 

参加費：無料 

予約申込：電話（06-6936-1153）にて事前申込みが必要です。 

一時保育：同室内でお子さんをお預かりします。 

持ち物等はお申込みの際にご確認ください。 
 

主催：大阪市城東区おもちゃ図書館「トライアングル」 

共催：城東区社会福祉協議会 城東区ボランティアビューロー 

 
会 場：城東区民ホール（城東区中央 1-3-6） 
入場料：入場無料 

 

 
２月 27 日（金）・28 日（土） 
10：00～17：00（２日目は 16：00 まで）  

体験教室開催！お茶席もあります。 
 

 
３月１日（日）10：30 開演 

  
お問合せ：コミュニティ育成事業事務所 

中央 2-11-16「ゆうゆう」南側階段から２階へ 
☎ 06-4255-6066  FAX06-4255-6088 

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

