
 

６月 子育てサロンカレンダー  

月 火 水 木 金 

    １ 

     

３ ４ ５ ６ ７ 

さくらんぼの会 

 

 きっずひろば 菅北アリンコちゃん  

１０ １１ １２ １３ １４ 

うりぼうクラブ・遊 めだかクラブ パンダクラブ 

ゆずっこ 

ぽっぽクラブ 豊崎ふうせんクラブ 

１７ １８ １９ ２０ ２１ 

 ひよこクラブ 

ｷｭｰﾋﾟｰちゃんｸﾗﾌﾞ 

とよひが・うりぼう

クラブ 

  

２４ ２５ ２６ ２７ ２８ 

さくらんぼの会 

うりぼうクラブ・遊 

本庄ペンギンクラブ ハッピースマイル 

ほりかわ子育てｻﾛﾝ 

  

７月 子育てサロンカレンダー  

月 火 水 木 金 

１ ２ ３ ４ ５ 

さくらんぼの会 

 

 きっずひろば 

とよひが・うりぼう

クラブ 

菅北アリンコちゃん 

 

 

８ ９ １０ １１ １２ 

うりぼうクラブ・遊 めだかクラブ パンダクラブ 

ゆずっこ 

ぽっぽクラブ 豊崎ふうせんクラブ 

１５(祝) １６ １７ １８ １９ 

 ひよこクラブ 

ｷｭｰﾋﾟｰちゃんｸﾗﾌﾞ 

とよひが・うりぼう

クラブ 

  

２２ ２３ ２４ ２５ ２６ 

うりぼうクラブ・遊 

 

本庄ペンギンクラブ    

２９ ３０ ３１ 

   

 

 

※８月開催の子育てサロンは、ハッピー

スマイル、きっずひろば、ゆずっこ、ほり

かわ子育てサロンです♪ 

地域子育てサロンをはじめ、子育て情報は、北区ホームページ、または携帯サイトをご覧ください。 
北区子育てマップや、情報誌 KITA-KUも掲載されています。 
★ 北区のホームページ・・・http;//www.city.osaka.lg.jp/kita/ 

★ 北区の携帯サイト・・・http;//www.city.osaka.lg.jp/mobile/kita 

バーコードリーダー搭載機種をお持ちの方は
右記の画像を読み込んでアクセスできます。 

 



申し込み・お問い合わせ 

きたの旭ヶ丘学園 

TEL ０６－６３６１－８３４４ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆「わくわく絵本 キッズスマイルブックとえほんであそぼ！！」
(無料) 
【日時】7 月 20 日（土） 

午前１１時～12 時 

【場所】北図書館 2 階読書室 

【対象】小学生までの子どもと保護者 

【内容】絵本を中心に、パネルシアター、 

紙芝居などをします。 

【定員】50 名(当日先着順)  

【出演】キッズスマイルブック 

 

 

 

 

 

 

８月２４日（土）10：30 ～ 1４：３0  
 

■場 所 北区子ども・子育てプラザ/ 

北区大淀老人福祉センター 

■対 象 乳幼児～高齢者までどなたでも 

■内容 ●ふるまいそば（250食） 

※10：30から整理券配布 

●そばうち体験 

①10：30 ②12：30 ③13：30 

    ※2名～4名のグループ計 9組 

    ※申込み受付は、8/３（土）10：00から 

窓口・電話にて 

【問合せ】 

北区子ども・子育てプラザ 

TEL・FAX：０６－６３７４－０８７０ 

住所：北区本庄東 1-24-11 

ENJOY そば 
（当日参加自由・無料） 

◆「夏のおたのしみ会」（無料） 

 
【日時】8 月 24 日（土） 

午前１１時～12 時 
【場所】北図書館 2 階読書室 
【対象】小学生までの子どもと保護者 
【内容】絵本を中心に、パネルシアター、 

紙芝居、手遊びなどをします 
【定員】50 名(当日先着順) 
【出演】絵本の会北 

問合せ 北図書館 

〒531-0074 北区本庄東 3－8－2 

℡  6375－0410 

クオリスキッズ北梅田保育園 

     園内開放 

6月 22日(土) 

１０時～１１時 

保育園に遊びに来ませんか？？ 

ふれあい遊びやおもちゃ作りを一緒に楽しみましょう。 

子育て相談も承ります！！ 

 

★絵本          
★わらべ歌遊び 
★手作りおもちゃ体験   
★運動遊びなど 
先着 10名様 
ご予約お待ちしております。 
Tel 06-6345-5350  
担当 開、小山、中納 
 

きたの旭ヶ丘学園 

園庭開放『なかよし広場』 

＜場所＞ きたの旭ヶ丘学園 運動場 

＜対象＞ ０歳～未就園児とその保護者 

＜内容＞ 保育園にいるお友達や先生と 

    楽しく遊びましょう！！  

雨天の場合は 

中止です 

６月３日（月） 

７月８日（月） 

全日 １０時～１１時頃です 

 



申し込み・お問い合わせ 

中津相愛幼稚園 

TEL ０６－６３７１－０４１２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保育室の開放 

保護者の方とお子様が自由に 

利用できます。乳幼児トイレ、 

調乳室、シャワー室があり、 

おもちゃや絵本などで楽しく 

遊べます。開放日は HP の 

カレンダーをご確認ください。 

一般社団法人 大阪府助産師会および北区班活動のご案内 

大阪府助産師会は、助産師の専門職団体で、電話相談を初め 

最近、増えている産後うつ支援に一層の取り組みを行っています。 

本会の所属で北区に妊娠・出産、母乳や育児の相談ができる助産師がいます。 

妊婦教室、3ヶ月健診や出張イベントの助産師相談、産後ケアに携わっており 

また、赤ちゃんを出産された全ご家庭に連絡を取り訪問させていただき、 

育児に困っている事をお聞きしています。 

☆保健福祉センターに「北区助産師マップ」を置いていますのでご活用ください。 

大阪府助産師会の HPからも北区助産師連絡先や会の活動をご覧いただけます。 

【大阪府助産師会 電話相談ご案内】 

 

 

 

 

8 月講習会『絵本タイムは親子のふれあいタイム』 

要予約・20 組 

8月 23 日（金） AM10：15受付 

10：30 開始 

【場所】同心保育園プレイルーム 

【対象】1 歳～未就園児とその保護者（30組） 

【内容】絵本アドバイザー清水先生をお迎えして 

絵本の読み聞かせやおすすめ絵本を紹介 

してもらいます。 

詳しくは８月のにこにこだよりを見てください。 

 

幼稚園見学会（予約不要） 
■日時 6 月 4 日(火)、6 日(木)10:00～11:00 

■対象 来年度就園予定児 

 

子供の夕べ 
■日時 7 月 12 日(金) 16:00～18:00 

■対象 未就園児の皆様 

■内容 ゲーム、人形劇、ミルクせんべい、 

おみやげ付き 

★子供の夕べチケットが必要です。 

 当日でも受付でお渡しできます。 

 

『公園遊びを楽しもう！』 

6 月に１回行う予定 AM10：00～12：00 

【場所】滝川公園に直接きてください 

【対象】未就園児とその保護者 

【持ち物】タオル・帽子・水筒（お茶か水） 

※天候により出来ないこともあります。 

10：00～12：00 までの時間は滝川公園のみで

行っています。 

上記の時間中のプレイルーム開放はありません。 

日程など詳しいことは６月のにこにこだよりを

見てください。 

7 月講習会『色水遊び』 要予約・20 組 

 AM10：00～11：30 2 部制 

【場所】同心保育園ベランダ 

【対象】1 歳半～未就園児とその保護者 

（20 組） 

【内容】色水やアワ遊びをします 

【持ち物】水着・着替え・バスタオル・ 

帽子・水筒（お茶か水） 

日程など詳しくは７月のにこにこだより

を見てください。 

 

講習会『赤ちゃん教室』   要予約・１５組 

『離乳食のすすめ方』 要予約・１５組 

 PM１：３0～２：０0  

【場所】同心保育園プレイルーム 

内容や日程など詳しくは毎月のにこにこだより

を見てください。 

 

参加される方は必ず事前に登録に来てください。 

にこにこだよりに日程や内容を記載しています。 

≪申し込み・問い合わせ≫ 

同心保育園 子育て支援センターにこにこ 

℡：080-6227-4702（受付時間 10：00～15：00） 

キャンセルの場合は前もってご連絡ください。 

 

クレオ大阪子育て館 
大阪市立男女共同参画センター 

子育て活動支援館 

 
セミナー・講座 

プレママプレパパ応援講座、 

子育て支援講座やイベント、 

育休復帰準備セミナーなど 

多数の講座やセミナーを 

開催しています。 

twitter でも情報掲載中！ 

アカウント:@kosodate_creo 

子育て相談 

（お子様の年齢が 0～18歳まで） 

電話相談(06-6354-4152)、 

面談相談、小児科医や 

児童精神科医などによる 

専門相談を実施して 

います。 

セミナー・講座の中には 

一時保育を実施している 

ものもあるので、 

HP でチェックしてみてね！ 

中津相愛幼稚園 

北区天神橋 6-4-20 ７階 

TEL:06-6354-0106 

月～金 10:00～21:00 

土日祝 10:00～17:00 

クレオ大阪ホームページ↓↓ 

http://www.creo-osaka.or.jp 


