
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  
ぴよぴよ 3階 DAY 

  製作あそび ◆ブックスタート 

4 水 ぴよぴよ 3階 DAY 
冬の元気な過ごし方 

◆英語であそぼう 

◆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 イス作り講座 

「絵本の会」読み聞かせ 

5 木 ワクワク 3階 DAY 
冬の元気な過ごし方 

ぴよぴよ 3階 DAY 

  ◆ブックスタート  

6 金 ◆親子たいそう  ◆ブックスタート 
絵本読み聞かせ会 

  

7 土 スライムあそび     

8 日 ものづくり講座 

※定員に達した為申込終了 
    

9 月    身体測定  

10 火 ぴよぴよ 3階 DAY 
ワクワク 3階 DAY 

すくすくあかちゃん  身体測定 
保健師来館 

 

11 水 ワクワク 3階 DAY  
ぴよぴよ 3階 DAY 

  園庭あそび ﾏ ﾌ ﾗ ｰ 作 り 講座①  
保健師来館 

12 木 ◆Let’s にがお絵 親子あそび ◆編み物講習会 
12/2 受付開始 

◆手作りおもちゃ 永田公園で 
あそぼう 

13 金 よい子のクリスマス 子育て相談    

14 土 ◆親子で 
まねっこヨーガ      

プラバン工作 

    

15 日      

16 月    お休み 

（なかよしﾌﾟﾗｻﾞｲﾍﾞﾝﾄの為） 
プチクラフト 

17 火 ワクワク 3階 DAY  
ぴよぴよ 3階 DAY 

   離乳食講座 

18 水 ぴよぴよ 3階 DAY 
ワクワク 3階 DAY 

  避難訓練 
園庭あそび 

ﾏ ﾌ ﾗ ｰ 作 り 講座②      
食育講座 
（おいしいお話・冬ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ） 

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 

親子体操 ◆親子ヨガ 
12/11 受付開始 

ホールあそび 
◆ヨガ 

ミニお楽しみ会 

20 金 親子あそび教室 

お誕生記念手形スタンプ 
 ◆ベビーマッサージ 

12/16 受付開始 
クリスマス誕生会  

21 土 おはなし会     

22 日      

23 月      

24 火   手がた・足がた 
スタンプ（150 円～） 

  

25 水 ◆ブックスタート   園庭あそび  

26 木 ◆親子ビクス     

27 金 「伝承あそび」を 

楽しもう！ 
    

28 土      

29 日      

年末年始のお休みになります。 

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 

毎週火曜 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 

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 
                                  ★ 子育てサロンについては子育てＭＡＰ※をご参照ください 

◆は申し込みが必要です          ※子育てＭＡＰは区役所２階 21 番窓口でお申し出ください 

12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。 

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。 

鴫野地区 

鴫野会館 

鴫野西 1-18-11 

毎週火曜 10：30～12：00 

“よその子も、うちの子もみんな大切”を 

モットーにみんなで楽しく活動しています。 

消防士による救命救急講座 

年末年始の休館日にご注意ください 

城東区役所 12月 28 日(土)～1 月 5 日(日)  大阪市立城東図書館 12月 28日(土)～1 月 6 日(月) 

城東区子ども・子育てプラザ 12 月 29 日(日)～1 月 3 日(金)  城東つどいの広場 12 月 29 日(日)～1 月 3 日(金) 

つどいの広場 だんだん 12月 28日(土)～1月 5日(日) 城東子育て支援センター 12月28日(土)～1月 5日(日) 

今福保育園地域子育て支援センターぽかぽか 12 月 28 日(土)～1 月 5 日(日) 

大阪市立城東区民ホール 12 月 29(日)～1 月 3 日(金)  クレオ大阪東 12 月 29 日(日)～1 月 3 日(金) 

城東区子ども・子育てプラザ 

『伝承あそび』を楽しもう！～お正月あそび編～ 

お正月あそびを中心とした「伝承あそび」を楽しみましょう 

日時 12月 27日(金) 10：00～11：45 
場所 城東区子ども・子育てプラザ 3 階遊戯室 
対象 小学生、幼児とその保護者 
定員 なし 
申込 当日自由参加  

お問い合わせ  城東区子ども・子育てプラザ 

城東区今福西 1-1-39 ☎ 06-6933-2880 

クレオ大阪東 

はぴマルクレオ 
「はばたきたい女性の一歩を応援しよう！」をコンセプトに 

パワーあふれる女性たちによるイベントです。 

手作り雑貨の販売や講習、癒しの体験など盛りだくさんです。 

子ども服・靴・帽子の無料交換会や 

親子で参加できるコーナーも多数あります。 
 
日時 12 月 14 日(土) 10：00～16：00  

お問い合わせ  クレオ大阪東 大阪市立男女共同参画センター東部館 

城東区鴫野西 2-1-21 ☎ 06-6965-1200 

城東区民ホール 

クリスマスイベント「ホール de クリスマス」 

日時 12月 22日(日) 
 
★親子で作ろう！クリスマス飾り 

①10:00～ ②13：30～ 
「プチカントリーフレームキット」で 
手作りの飾りを作ります 
定員：各回 10名（先着・事前予約優先） 
参加料：300円（材料費・保険代込） 
 

★世界で１つだけのエコバッグづくり 

①10：00～ ②11：30～ ③13：30～ 
エコバッグにご自分でデザインしていただきます 
定員：各回 6名（先着・事前予約優先） 
参加料：200円（材料費・保険代込） 

 
★ミュージカル人形劇 

「いのちの水～エリーの一番大切なもの」 
10：30～11：30（開場は 10：15予定、途中休憩有） 
定員：80名（先着・申込不要） 参加料：無料 
ミュージカル人形劇団「リトルパイン」の公演です。 
楽しみながら「水」の大切さをお伝えする素敵な内容です。 
 

★X’mas コンサート 
15：00～16：15（開場は 14：45予定） 
定員：80名（先着・申込不要） 参加料：無料  

お問い合わせ 大阪市立城東区民ホール 

       城東区中央 1-3-6 ☎ 06-6932-2000 

関目地区 

関目第２福祉会館 2F 

関目 3-14-16 

第 2・4 金曜 10：30～11：30 

おしゃべりしたり、遊んだり 

お母さん同士、子ども同士の 

輪が広がっています。 

ハロウィン 

英語で 

親子遊び 

みんなで遊んだり、おしゃべりしたり、出会いや仲間づくりをめざし、 

楽しく活動している『子育てサロン』。 

初めての方でも自由に参加でき、申し込みは不要です。 

開催日時に親子で直接お近くの活動場所へお越しください。 

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

