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〈申込み・お問合せ〉 

ちゃいれっく東天満保育園 

TEL：06-6360-9681 

9：00～18：00 

午前中に『お月見の集い』があり、影絵の出し物を見ました。 

そして、おやつは『お団子』未満児さんは『豆乳餅』以上児さんは『みたらし団子』 

秋の実りに感謝しておいしく頂きました。 

おかわりが無くて泣き出す園児がいるくらい大満足の子どもたちでした。 

南森町園の特徴 

定員 5 名（2 才児 2 名 1 才児 2 名 ０才児 １名） 

★少人数でアットホームな保育園 

天気の良い日は毎日お散歩や、戸外あそびをしています。 

様々な場所に出向き、地域の方々との触れ合いや 

四季を感じることが出来るお散歩を、子どもたちも毎日楽しみにしています 

★子どもの「したい」「やりたい」気持ちを尊重し保育にとりいれています 

少人数だからこそ、臨機応変な対応ができるので、子どもの「○○したいな」の声に

耳を傾け実践しています 

★家庭的な雰囲気を大切に 

おうちにいるときと変わらずに、たくさんお話してたくさん笑って、 

保育者にもいっぱい甘えることができる。愛情いっぱいの関りを心がけています 

見学、入園希望などいつでもお気軽にお問合せください。 お待ちしています♪ 

ぬくもりのおうち保育 南森町園 ☎06-6311-4188  

ぬくもりのおうちホームページ  💻http://www.nukumorinoouchi.com 

【日時】11 月 12 日（火） 
12 月 19 日（木）お楽しみ会 
1 月 21 日（火） 
AM 10：00～11：00 

【場所】大阪主婦之会保育園 
【対象】0 歳～未就園児とその保護者 
【内容】各年齢に応じたクラスで、保育園のお友だ

ちと一緒に遊びましょう。影絵劇団かしの
樹による影絵公演を鑑賞します。 

【持ち物】お茶・タオル等 

① バターを火にかけて溶かしたら火を止めて砂糖を入
れる。バターはレンジで溶かしてもＯＫ。 

② バターと砂糖をゆっくりと混ぜる。 
③ ②に麩を加え、まんべんなく混ぜる。 
④ オーブンの鉄板にクッキングシートを敷き、③の麩

を重ならないように広げる。 
⑤ １８０℃に予熱したオーブンで 10～１２分、きつね

色になるまでじっくりと焼く。 

【日時】 
１１月 ９日（土） 

ＡＭ１０：００～ＰＭ ２：００ 
１１月１０日（日） 

ＡＭ１０：００～ＰＭ１２：００ 
 

【場所】愛のめぐみ保育園 
【対象】０歳から 
【内容】制作展・模擬店 
【持ち物】なし 

ＴＥＬ06-6755-4600 
愛のめぐみ保育園 

園庭開放（ぱんだっこ） 

※全て要申し込み 

先着 10 組 

日時：12 月 14 日（土）10：00～ 

対象：未就園児親子（10 ヶ月～） 

「パラバルーンで遊ぼう！」 

大きなパラバルーンを使って遊んでみましょう。 

【麩のラスク】 

材料（作りやすい分量） 

麩（小さめ） 20ｇ 

バター    30ｇ 

砂糖     20ｇ 

日時：1 月 18 日（土）10：00～ 

対象：未就園児親子（3 ヶ月～） 

「栄養士による離乳食のお話」 

メニューや作り方、些細な疑問を聞いて

みませんか？ 

中秋の名月 
9 月 13 日（金） 
のおやつです。 

保育園で人気のおやつを紹介します 

申込・問合せ  福）大阪主婦之会保育園 

Tel 06-6372-8028 

Fax 06-6372-8484 

※事前に一度ご連絡をお願いします 

｟保育理念｠ 

子育ての楽しさを共に分かち合い、共に成長する。 

人と人とのつながり、子育てに夢がもてる地域づくりに貢献する 

｟保育目標｠ 

よく笑う子ども  食べることが好きな子ども  人が好きな子ども 

思いやりのある子ども  感情を自分なりに表現できる子ども 

自分のやりたいことをやれる子ども 

 

(前日までに連絡を必ず下さい。) 
【日時】11 月１５日（金） AM９：３０～, 
【場所】中津保育園 園庭 
【対象】0 歳～未就園児とその保護者 
【内容】保育園の七五三の行事を一緒にお祝いしませんか？ 

特設⁉お手製の中津神社でお参りします。 
 

問合せ    中津保育園 
TEL  ６３９２－３０７５ 
FAX  ６３７３－４８２１ 

http://www.nukumorinoouchi.com/
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【日時】 
★１１月８日（金）AM１０：００～１１：００ 
「所庭でいっぱいあそびましょう」 
★１２月 1３日（金）AM１０：００～１１：００ 
「お部屋あそびを楽しみましょう」 
＊図書館から絵本ボランティアさんが来られます。 

保育所の子どもたちと一緒にお話の世界を 
楽しみましょう。 

 
 
【持ち物】お茶（必要に応じて）・手拭きタオルなど 
【対象】０歳～未就園児とその保護者 
 
◎予定が変更になることがあるので、事前に連絡を入れ
てくださいね。 
 

<連絡先>大阪市立大淀保育所 
北区大淀中４－９－１１ 

６４５８－６２００（ＦＡＸも同じ） 
 

★日時  ：11 月 6 日(水)・13 日(水)・20 日(水)・27 日(水) 
          12 月 4 日(水)・11 日(水) 
      １０：００～１０：４０ （雨天中止） 

※１～3 月のらんらんデーは開催しません。 
(4 月以降に再開致します) 

★場所  ：金蘭会保育園 園庭 
★対象  ：6 か月～未就学児迄とその保護者 
★内容  ：園庭の遊具や砂場でのびのび遊びましょう！ 
    （親子で遊びに来てください。） 
★持ち物：帽子・水筒・着替え・タオル等 
 

申込・問い合わせ 金蘭会保育園 
Tel  ０６－６４５４－０８００ 
Fax    ０６－６４５４－０８０２ 

 

☆園庭開放☆ （ 雨天時は中止です。） 
園庭を開放し、保護者と幼児に遊びの場を提供します！ 

年齢の制限はありません。保護者と一緒に遊びましょう。 

11 月   ５日（火）１９日（火） 

12 月  １０日（火）１７日（火） 

 

 

令和元年度 おおさかしりつ たきがわようちえん 

 

○時間  ９：５０～１１：２０  

どんどん幼稚園に 

遊 び に き て く だ さ

い！ 

 

◎楽しい遊び 

月 日 主な活動 内 容 

11/1９ 

（火） 

お話の会 

（予定） 

北区図書館ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの方の楽しい

お話の会です。 

※受付－9:50～10:00 

2 階ホール 

12/10 

（火） 

飾りを 

つくろう 

簡単な飾りづくりをします。 

2 階ホールにて。 

 ＊ １０月より入園募集が始まる予定です。詳しくはホー
ムページや幼稚園前の看板でお知らせいたします。 

＜問い合わせ＞ 

大阪市立滝川幼稚園  

℡ 6351-4565 

北区天満１－２４－１５ 滝川小学校のとなり  

見学は随時できます。入園、子育ての相談もＯＫです。 

梅田ひまわり保育園では随時見学を受け付けております。ぜひ、

普段の保育の様子などをご覧になってください。見学をご希望の

方は、下記お電話にてお申し込みをお願い致します。 

また、毎月第３水曜日には園開放を予定しています。こちらは限

定 3 組様とさせていただいております。お早目にお電話にてご予

約をお願い致します。皆様のお申し込みをお待ちしております♪ 

 

 

（要予約：限定３組様） 

 

【日時】2019 年１１月２０日（水） 

１2 月１８日（水） 

2020 年  １月１５日（水） 

【場所】 梅田ひまわり保育園 

【対象】 ０歳～１歳児とその保護者 

【内容】 同年代の保育園のお友達と一緒に遊びませんか？？ 

     手遊び、絵本、リズム体操など楽しいことがたくさん 

です！ 

※尚、都合により日時を変更させていただく場合がありますので

ブログにてご確認をお願い致します。 

 

ご予約申し込み・お問い合わせ  梅田ひまわり保育園 

ＴＥＬ＆ＦＡＸ ０６－６１１０－５９２２ 

絵本の読み聞かせ 
保育園は子どもの笑顔がいっぱい！！ 

 今回は絵本の読み聞かせをします！みんなぜひ来てくだ

さい！ 

【日時】 11 月 27 日(水) 10：00～10：45 

【場所】 ぴっころきっず中津園 保育室 
【対象児】0 歳児～2 歳児とその保護者 
【内容】 いろんな絵本があるよ！ 
     大型絵本もあります！ 
【持ち物】お茶 
※場所に限りがございますので先着５名様にさせて
いただきます。お越しの際は事前にご連絡お願い致
します。 

【連絡先】ぴっころきっず中津園 
大阪市北区中津 3-4-33 
☎06-6292-7224 

 

ＡＭ１０：００～１１：００ 


