
子どもたちがついついやってしまうクセ。 

つめを噛んだり、ごはんをこぼしたり、 

廊下やお店でつい走っちゃったり、 

ストローをガジガジしたり…。 

それにはちゃんとした理由があるんです。 
 
ぼくは鼻をほじるクセをお母さんにいつも 

怒られています。理由は「お行儀が悪いから」。 

そこでぼくは大人を納得させる正当な理由を 

必死で考えます。 

想像力を駆使したそれぞれのクセの理由を、 

お母さんは頭ごなしに否定せず、最後まで 

付き合ってあげます。 
 
するとおしまいに 

「ママのそのクセはどんな理由があるの？」と 

ぼくに指摘され、お母さんが応えた理由は…。 

親子で笑えるユーモア絵本です。 

よんでみてオススメ絵本 
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「りゆうがあります」 
まったり、ほっこり、おいしそう、 

人形劇グループ「あんころもち」です。 

"何でも身近にあるもので人形劇って出来るんだよ" 

タオル人形、手袋人形… 

赤ちゃんから大人まで、人形劇って楽しい！と 

思って頂けるよう日々活動しています。 

現在、大阪市内の図書館、保育園、 

子育て支援センター等で公演しています。 

●公演予定● 

9/19(土)13時半～ 

なにわ区民センター 

9/22(火)14時～ 

西区中央図書館 

9/25(金)11時～ 

子育てサロン放出 すまいる KID’S 
 

●出張公演のご案内● 

乳児向け、幼児向けなど内容、時間も 

ご相談に応じますのでお問い合わせ下さい。 

尚、交通費等出演料をお願いしております。          

お問い合わせ 

人形劇グループあんころもち 

寺嶋郁子 ☎ 09044963484 

 

写真は 

7/30に城東図書館で開催した 

赤ちゃんから楽しめる 

人形劇はじめの一歩 

「あんこっこげきじょう」です。 

２歳と５歳の子を連れて行き 

ましたが、歌ありお話ありで 

とても楽しめました❤  

 
小規模保育事業所名 所在地 電話番号 設置・運営主体 開所時間 

城東ちどり保育園 ちどりキッズ 諏訪 2-4-3-101 6965-0505 城東ちどり保育園 7:30～18:30 

エンジェルキッズ城東園 今福西 5-11-27 6939-3800 (株)ﾄﾚｼﾞｬｰｷｯｽﾞｸﾗﾌﾞ 8:00～19:00 

鴫野東みらい保育園 鴫野東 2-1-15 6955-9733 松下金属工業株式会社 8:00～19:00 

ゆめみ保育園 東中浜 6-8-23 4258-7100 株式会社ﾄﾗﾝｽﾈｯﾄﾄｷﾜ 7:30～19:30 

(仮称)かいせいプチ保育園今福園※4 今福西 4丁目付近 未定 株式会社成学社 未定 

※4…平成 28年 4月 1日までに開所予定です。詳細についてはお問合せください。 

 

 

保育施設名 所在地 電話番号 開所時間 

鯰江保育所 今福西 1-13-4 6931-8080 7:30～18：30 

鴫野保育所 鴫野西 5-3-3-100 6961-3756 7:30～19:30 

関目保育所 関目 1-24-27 6931-7070 7:30～19:30 

今福南保育所 今福南 4-6-48-100 6934-5098 7:30～18:30 

諏訪保育園 諏訪 1-8-5 6961-0820 7:00～19:00 

くれない保育所 鴫野東 3-23-12 6961-7529 7:00～19:00 

今福保育園 今福南 2-21-14 6931-2890 7:00～19:00 

すみれ保育園 古市 1-20-82 6931-3330 7:00～19:00 

愛育保育園 野江 2-15-8 6931-0565 7:00～19:00 

なかよしすみれ保育園 古市 1-21-3 6931-3350 7:00～19:00 

ゆりかご保育園 鴫野東 3-31-19 6961-1512 7:00～19:30 

森之宮保育園 森之宮 2-1-58 6967-0212 7:30～18:30 

わんわん保育園 中央 3-7-4 6939-7711 7:00～22:00 

つばさ保育園 関目 1-18-22 6930-1081 7:00～19:00 

成徳保育園 放出西 1-3-18 6963-9966 7:00～19:00 

たつのこ保育園 新喜多 1-2-7-101 6936-0755 7:30～19:30 

ゆりかご第二保育園 新喜多東 1-1-7 6965-1552 7:00～19:00 

古市たいよう保育園 古市 1-16-12 6930-7050 7:00～19:00 

野江まつのはな保育園 野江 2-12-15 6934-1101 7:30～19:30 

 

 

保育施設名 所在地 電話番号 開所時間 

きらら保育園 関目 3-8-4 6931-7720 7:30～19:00 

東中浜ひばり保育園 

(東中浜保育所) 
東中浜 2-4-31 6967-2282 7:30～18:30 

大阪信愛保育園 古市 2-7-30 6939-4391 7:30～18:30 

(仮称）今福第二保育園※1 今福西 1丁目付近 未定 未定 
認定こども園 

成育児童センター 
成育 1-6-12 6786-1211 7:00～19:00 

認定こども園 

城東ちどり保育園 
諏訪 3-6-33 6167-3755 7:00～20:00 

認定こども園 

関目聖マリア幼稚園※2 
成育 4-8-12 6932-4779 7:30～18:30 

認定こども園 

関目聖マリア幼稚園 

(こひつじ)※3 

成育 3-7-16 6931-2323 7:30～18:30 

 

利用可能年齢は 0～5歳。 

(年齢は平成 28年 4月 1日現在。0歳児は満 6か月以上が原則。) 

ただし、大阪信愛保育園は 0～2歳。 

認定こども園の 1号認定(幼稚園としての利用)の申込みは、直接施設に 

ご確認ください。 
 

※1…(仮称)今福第二保育園については、平成 28年 1月開園予定です。 

詳細についてはお問合せください。 

※2…3～5歳児で関目聖マリア幼稚園での保育となります。 

※3…0～2歳児で関目聖マリア幼稚園(こひつじ)での保育となります。 

 

日時 平成 27 年 10 月 10 日（土）雨天決行（暴風警報発令時は開催しません。） 

１１：００～１５：００ 

場所 城東区民ホール ・ 蒲生中公園 

内容 ステージコーナー（パネルシアター、手品、親子体操、エプロンシアターふれあい遊び等） 

あそびコーナー（ねんど遊び、エアーマット、ボールプール、ミニアスレチック、ダンボール汽車等） 

子育て情報コーナー（子育て関係機関、食育、『絵本で子育て！みんなで子育て！』） 

スタンプラリー 

入場料無料、事前申込不要です。 
※会場内でのケガについては、応急処置は行いますが、一切の責任は負いかねますのでご了承ください。 

※当日撮影した写真は広報等に活用しますので、ご了承ください。 

※年度途中に申込みをされた方も、 

期間中にもう一度申し込みをしてください。 

申込書を入手します 
 
配布期間 9 月 16 日(水)～10 月 15 日(木) 
配布場所 保育所・認定こども園 

保健福祉センター保健福祉課（福祉） 
(区役所 2 階 21 番窓口)  

保育所・認定こども園は日曜日･祝休日を除く 10:00～16:00 
保健福祉センターは土･日曜日･祝休日を除く 9:00～17:30 
 
※小規模保育事業所では配布を行いません。 
※申込書は、こども青少年局ホームページより 

ダウンロードできます。 

申込書に記入し、 

必要な書類を揃えて受付に提出します 
 

受付期間 10 月 1 日(木)～10 月 15 日(木) 
9:00～17:30 

受付場所 保健福祉センター保健福祉課（福祉） 
(区役所 2 階 21 番窓口)  

※保育所・認定こども園・小規模保育事業所では 
受付を行いません。 

 

保育所・幼稚園等の入所の相談 
９月１８日（金）11：00～12：00 
城東区子ども・子育てプラザ 

保健福祉センターより保育・子育て 

コンシェルジュが来館のうえ、 

個別相談の時間になります。 

 
問合せ 
保健福祉センター保健福祉課（福祉）（区
役所 2階 21番窓口） 
電話 6930-9857 

８月 10日 

子育てサロン連合会「女性と防災・減災セミナー」に参加しました。 
講師 大槻由美（NPO法人とれじゃーBOX 理事長） 

防災の豆知識 
短い時間でしたが、とても濃厚な内容でした。お話のポイントは３つ！ 
 
★「いつでも どこでも 誰でも」災害は生活の延長で起こります。 
日頃から減災を意識して、生活の中で少しだけ工夫してみましょう。  

★子どもと常に一緒にいるとは限りません。 
自分がそばにいなくてもできるケアを一つでも多く作る工夫をしましょう。 
我が子の周囲にいる人に協力してもらえるように、助けられ上手になりましょう。  

★子どもの命を守る、家族の命を守る、一歩ずつ足元を固めるつもりで少しずつやりましょう。 

子連れで避難する時は… 
 
・小さい子は体の前に抱えます。 

手を引いての移動は、服が引っかかったり倒れたり 

後続の将棋倒しの原因になってしまい危険です。 

・混乱時の声は届きません。 

名前を呼んでも「そこ曲がって！」など叫んでも 

聞こえません。はぐれない工夫をしましょう。 

・協力者を見つけます。 

兄弟がいる場合は周囲の大人に抱っこしてもらい、 

一緒に逃げるようにしましょう。 

避難所で生活することになったら… 
 
・助けられ上手になる備えをしましょう。 

普段から近所の人とコミュニケーションを 

取りましょう。 

・協力者を増やす努力をしましょう。 

・意思決定の場に参加しましょう。 

子どもが遊べる場所を用意してもらう、 

着替えの場所を用意してもらう、 

それだけのことも、女性が避難所の 

運営に関わらないと実現しません。 

親子で約束 

「お・か・し・も」 
おさない・かけない 

しゃべらない・もどらない 

基本、自宅避難だと思いましょう 
 
水…１日１人３L を７日分 

子ども用品…くつ、オムツ、ゴミ袋 

婦人用品…生理用品、ゴミ袋、ブラジャー 

とくに必要な物です。準備しておきましょう。 

すぐには無理でも必要量を知って、 

それに近づける努力や確保する方法を考えます。 

マンションなら貯水タンクがあるはずなので 

確認と被災時に死守することを考えましょう。 

１ 
２ 

詳しい内容はホームページでご覧ください。 

大阪市の 

ホームページ 

赤ちゃん・こどもを 

預かってくれる制度・施設 

保育所の入所について 

城東区の 

ホームページ 
子育て・教育 子育て 

保育施設・事業の 

利用について 

または、 

 
あそびに 
きてね！ 

城東区マスコット 
キャラクター 
コスモちゃん 


