
今日は「おやさいマラソン大会」です。 

本物そっくりなのにユーモアたっぷりに描かれた絵が 

韻を踏んだようなリズミカルな言葉遊びの文章に 

ぴったりのキャラクターになっていて、 

最後に１等賞になる野菜の思いがけない展開に笑って

しまいます。 

沿道で応援する野菜たちの名前をクイズにしたり、 

順番が入れ替わる野菜をページごとに探したり 

親子で何度も楽しめます。 

福音館書店 

石津ちひろ 文 

山村浩二  絵 
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具体例② 

ホルターネック 

１、年少、２、年長ともに 

垂れ下がっているひもが 

あってはならない。 

○ 
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ところ とき ※祝日は休み 

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 第 2・4木曜 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 

book and cafｅ cocoaru（ココアル）    有料 月・火・木・金・土曜 11：00～17：00 

発酵薬膳＆カフェ Kawasemi（カワセミ）  有料 月・火・水・木・金・土曜 11:00～16:00 

WAKUWAKU カフェ       イベント日のみ有料 第 2火曜・第 4 金曜 13:00～16:00 

ほっと・ステーション 図書室  初回のみ有料 
月・水・土 
火・金 

10：30～12：00 
10：30～15：30 
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子育て中の保護者の皆さんが、気軽に立ち寄り、 

絵本にふれ、子どもと一緒に楽しみながら、 

おしゃべりができるところです。 

ぜひお立ち寄りください。 

第７９回大精診市民講演会 

大人の発達障がい ～理解とかかわり方～ 

発酵卵を中心に安心で安全な食材を 

使用しているので、 

健康的で美味しい食事が出来るお店です。 

２階にキッズスペースを設けています。 

子ども連れでもゆったりお食事していただけます。 

準備段階ですが 

絵本の用意もされています。 

住 所  城東区中央 1-6-29 

電 話  06-6935-1111 

営業時間 月-金 10：30～20：45 

     土   10：30～17：45 

※お食事は 11：45 より 

定休日  日曜・祝日 

発酵卵は塩分ゼロのぬか床で発酵させた 

身体にやさしい卵です。 

発酵薬膳＆カフェ 

Kawasemi 
社会福祉法人 そうそうの杜 

申込み・問合せ 城東区保健福祉センター保健福祉課保健活動 

☎ ０６-６９３０-９９６８ 

申込み期間   平成２８年１月５日(火)～１月２２日(金) 
 

※定員に満たない場合は、締め切り後も受け付けますのでお問い合わせください。 

※ご応募いただいた際の個人情報は他の目的には使用いたしません。 
 
主催 (公社)大阪精神科診療所協会、城東区保健福祉センター 

共催 (公社)日本精神神経科診療所協会 

後援 (一社)城東区医師会、城東区社会福祉協議会、 

   城東区地域自立支援協議会、 

   ＮＰＯ法人地域自立支援推進協議会ＪＯＴＯ 

日時 平成２８年２月４日(木) 

   14：00～16：00(13：30 開場) 

場所 城東区役所３階 大会議室 

定員 ７０名(申込み先着順)  

講師 かく・にしかわ診療所 西川瑞穂先生 

参加費は無料、城東区在住・在勤の方が対象となります。 

城東区内の障がい福祉サービス事業所で作られた授産製品の販売を行います。 

製品販売を通じて、区民の方々の障がいに対する理解を深め、障がいのある方 

たちの就労を支援することを目的としています。 

販売製品は、手芸品、パン、クッキー、野菜などを予定しています。 

障がいのある方たちがひとつひとつ一生懸命作っています。 

ぜひお立ち寄りいただければ幸いです。 

日時 平成２８年２月８日（月）１３：００～１５：００ 

平成２８年２月９日（火）１０：００～１５：００ 

場所 城東区役所１階オープンスペース 

内容 パッチワーク小物入れやアクリルたわし、紙すき製品、

ちりめん根付・ストラップなどの手芸品、パン、クッキー、

伊賀の直営農場から届く水耕栽培の新鮮無農薬野菜、 

カラフルなＣＡＳＳＡＲＯＳの文具類 

※災害時などの緊急時情報伝達用カプセルのキャラクター「レスキュー」も登場します！ 

 

問合せ 城東区障がい者相談支援センターＷＡＫＵＷＡＫU（☎06-6934-5858） 

 城東区保健福祉担当 （☎06-6930-9857） 

WAKUWAKUカフェ 
中央 1-8-30 パンション真紀 2階 

☎ 06-6934-5858 

※2月 9日（火）はイベント参加費 100 円要 

わくわく城東 No.29 掲載 

book and cafe 

ｃｏｃｏａｒｕ 
成育 1-1-13 

☎ 06-6932-2700 

わくわく城東 No.3２掲載 

ほっと・ステーション 図書室 
関目 1-20-22 ☎ 06-6934-7006 

近日掲載予定 ※初回のみ会員カード作成費 300円が必要です。 

平成 27年 12 月に JIS L4129
よ い ふ く

（子ども用衣料の安全性－子ども用衣料に附属するひもの要求 

事項）が制定公示されました。 

子ども服のひもに起因する事故の未然防止を図るため、年齢層別・身体部位別にひもの有無、

長さの制限などを規定しています。 

これにより今まで各団体やメーカーごとに定めていたルールが統一的なものになります。法的

強制力をもつものではありませんが、より安全性に配慮された子ども服が流通するのです。 

服を購入する時に色やデザインだけでなく「安全」も意識して選びませんか？ 

JIS L4129 で規定されているのは「ひも」に関してです。 

ただし、保育用製品（スタイ、おむつ等）、靴、靴下、帽子、 

子どもの世話をする者の監督下で限定された期間に着用される 

専門のスポーツウェア等は適用外です。 

 

身体部位別 

A、頭部・けい部 

B、胸部・腰部 

C、股より下 

D、背面 

（背中からかかとまでの背面） 

E、腕 

F、その他 

G、一般要求事項 

具体例① 

フードのひも 

１、年少 

引きひも、装着ひも、装飾ひ

もは使用しない。 

 

２、年長 

フードの開口部を開いた時に 

ループが出ない。 

フードを引き締めた時にルー

プの長さは 150ｍｍ以内。 

具体例③ 

後部から出す、 

または後部で結ぶひもは 

１、年少、２、年長ともに 

使用しない。 

（結びベルト、帯は除く） 

年齢別 

１、年少の子ども 

（出生から７歳未満） 

２、年長の子ども 

（７歳以上１３歳未満） 

頭部 

けい部 

胸部 

腰部 

股より下 
背面 

腕 

よんでみてオススメ絵本 


