
  

子育て支援 「いっしょにあ・そ・ぼ♪」 

【日時・内容】 

・6月 19日（水）10：30～11:00 「英語であそぼう♪」 

・7月 26日（金）10：00～10:30 「つくってみよう！」 

・8月 23日（金）10：00～10:30 「感触あそび」 

【場所】 

ニチイキッズ大淀中保育園 

【対象】 

0歳児～2歳児とその保護者 

＊参加無料 

＊各回５組程度（事前申込みをお願いします） 

＊保育園の見学は随時、受付しています 

【申込み・お問合せ】 

ニチイキッズ大淀中保育園 

ＴＥＬ：06-6442-3631 

ＦＡＸ：06-6442-3632 

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、6 月 7 月 8 月には園開放を予定しています。 
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。 

【日時】２０１９年６月１９日（水） 

７月１７日（水） 

８月２１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！

８月は夏ならではの遊びを予定していますのでおたのしみ

に♪ 

ニチイキッズ大淀中保育園 

ＡＭ１０：００～１１：００ 

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 

『園開放！！』（要予約：限定 5組様） 

 

 

梅田ひまわり保育園 

 

長柄保育園 
おひさまクラブ（園庭開放） 

日時 ：月 1回 AM10:00～11:30頃  雨天中止 

場所 ：長柄保育園 園庭 

対象 ：0歳～未就園児とその保護者 

    ※年間通して参加できる方 （定員３０名） 

内容 ：広い園庭で保育園のお友達や先生とあそびましょう。 

      “おたのしみ”の時間もありますよ♪ 

10月は簡単な運動会ごっこ、 

11月は焼き芋大会に参加してもらいます。 

    ＊事前に申し込みが必要です。 

長柄保育園までお越しください。 

持ち物 ： 名札 帽子 水筒（水、お茶など） 

 

  問い合わせ：長柄保育園 北区長柄東３－２－３ 

TEL 06-6357-1358       

FAX 06-6357-6984 

 

） 

 

【日時】７月６日（土） 

A.M.10 時～11 時 

【場所】中津保育園 本園 

(ばらぐみ、ゆりぐみ保育室) 

【対象】0 歳～未就園児とその保護者 

【内容】いろんな絵本にふれて 

遊びましょう♪ 

【持ち物】お茶 

 

申込・問合せ  中津保育園 

（事前に申し込みが必要です） 

℡  ６３７３－０９７９ 

Fax ６３７３－４８２１ 

中津保育園 
「親子・絵本広場」 

（にこにこハッピーな時間をすごしませんか？） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日時 対象 内容 

6 月 15 日（土） 

10：00～ 

未就園児 

その保護者 

（3 ヶ月～） 

「看護師に聞いてみよう」 

予防接種や感染症について身

体測定もしますよ！ 

7 月 20 日（土） 

10：00～ 

未就園児 

その保護者 

（10 ヶ月～） 

「リズム運動で遊ぼう！」 

8 月 1 日（木） 

10：00～ 

未就園児 

その保護者 

（1 歳～） 

「夏祭りごっこ」 

※保育園の行事に参加します 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈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 

  

 

お子さまのお誕生日を 

保育園の子どもたちとお祝いしませんか？ 

 

『ちゃいれっく広場においで！』 

※全て要申し込み 先着 10組 

大阪主婦之会保育園 

申込・問い合わせ 金蘭会保育園 

Tel ０６－６４５４－０８００ 

Fax   ０６－６４５４－０８０２ 

 

【日時】毎月 第４木曜日 

6 月 20 日(木)※27 日がG20 のため 

7 月 25 日(木) 

8 月 22 日(木) 

１０：００～１0：45 

【場所】愛のめぐみ保育園 

【対象】１才のお誕生日を迎えるお子さま。 

（２歳になる月の前日まで参加可能） 

【持ち物】お茶 

申し込み・問い合わせ  愛のめぐみ保育

園 

ＴＥＬ ０６-６７５５-４６００ 

ＦＡＸ ０６-６７５５-４６０３ 

  

「園庭開放（ぱんだっこ）」 

※事前に一度ご連絡をお願いします 

【日時】6 月 11 日（火） 

7 月 9 日（火） 

8 月 20 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。

【持ち物】お茶・タオル等（水遊びでプールにつかる場合は、 

水遊び用のおしめ） 

金蘭会保育園 

「親子まつり」 

7月 27日（土）17時～19時 

保育園の屋上に、ゲームやかき氷等の 

夜店風コーナーが出現！  

年齢問わず、地域の方の参加もＯＫです♪ 

 

●参加申し込み方法● 

前日までの午前１０：００～１２：００にお電話ください。 

申込・問合せ 福）大阪主婦之会保育園 

Tel 06-6372-8028 

Fax 06-6372-8484 

申し込み・問い合わせ 

愛のめぐみ保育園 

ＴＥＬ ０６-６７５５-４６００ 

ＦＡＸ ０６-６７５５-４６０３ 

園庭開放：『らんらんデー』 

（当日参加自由・無料） 

★日時：6 月 5 日（水）・12 日（水） 

19 日（水）・26 日（水） 

    １０：００～１０：４０ 

★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 

雨天の場合 

中止です。 

7，8 月はお天気が 

良ければ水遊びです♪ 



2019 年 7 月 3 日（水） 

10 時 15 分～11 時前頃 

【内容】0 歳児とふれあい交流 

保育園内見学・子育て相談 

【対象】3 か月～1 歳未満の 

子どもさんと保護者 

【参加人数】 3 組（先着順） 

【申し込み日時】 6 月 26 日（水） 

         13 時から 15 時 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

                            

 

 

 

 

 

 

【日時】★６月 1４日（金）  

    ★７月１２日（金） 

【内容】保育所の先生やおともだちとあそびましょう♪ 

【持ち物】お茶（必要に応じて） 

    ＊７月は水遊びを予定しています。 

濡れてもよい服や靴でお越しください。 

タオルや着替えの準備もしてきてくださいね。 

【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。 

 

<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） 

 

 

 

 

 

 

「園舎見学会」（要予約） 

【日時】6 月 12 日（水）・１8 日（火） 

       AM10:15 受付 10:30～11:30 

【場所】本園 ４F ホール 

【対象】本園への入園をお考えの保護者様・ 

令和元年度満 3 歳児保育募集 

【内容】設備・セキュリティー・元気な子供たちの様子

などご見学いただきます。 

【持ち物】スリッパ・靴を入れるビニール袋・水筒・ 

その他 

 

  

 

 

 

 

 

申し込み・問い合わせ 太成学院天満幼稚園事務所 

TEL ０６－６３５３－９５８０ 

FAX ０６－６３５１－５１２３ 

ぴっころきっず新梅田園 

未就園の子どもさんや保護者の方と、保育園の子どもたちや職
員との交流をしています。 
事前予約制ですが、ご希望の方はお気軽にお電話ください。 
また、保育園見学も随時、受け付けています。 

地域交流「なかよしひろば」 

～保育所で一緒に遊びましょう～ 

鶴満寺保育所 
    『地蔵盆祭り』に遊びに来ませんか 

 【日時】 8月 24日(土)  

 【時間】 PM１；３０～３：００ 

 【場所】 鶴満寺保育所 

 【対象】 未就学児・小学生の子どもと保護者 

 【内容】 園内、テラスにてヨーヨー、 

スーパーボールすくい、トランポリンや 

当てものなどのゲームコーナー、 

      ポップコーンもあって楽しいこといっぱい！！ 

       みんな誘って遊びに来てね。 

 

○雨天でも決行いたします。 

○事前申し込みは、必要ありません。当 

日、保育所に直接お越しください。 

○受付でチケットを配布しておりますので 

それを持って園内の各コーナーを回り 

地蔵盆祭りで楽しい時間を 

過ごしましょう。★                       

 

問い合わせ 

鶴満寺保育所  担当 力津 

℡ ０６－６３５３－８６１８ 

ぴっころきっず新梅田園 

大阪市北区中津 7 丁目 5－24 

     ヴリエウメキタ 

TEL/FAX 06－6136－8312 

太成学院天満幼稚園 

 

AM１０：００～１１：００ 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

区役所１階には、子育て支援ルーム Kikki（キッキ）があります♪ 

かわいいお部屋でほっこり遊んで頂けます。ぜひご利用ください♪ 

月～金 １０時～１６時  予約不要・無料 

（正午～１３時 CLOSE）土日祝はお休み 

 問い合わせ 子育て支援室 

TEL 06-6313-9533  FAX 06-6313-9905 

子育て相談メールをご利用ください！ 
子育て支援室では、子育て相談メールを受け付けています。 

お悩みに、保育士・保健師・心理士が、返信メールでお答えします（秘密厳守。匿名可！） 

kita-kosodate＠city.osaka.lg.jp 
 

Kikki 

親子ふれあい遊び・絵本読み聞かせ 

（北区読書ボランティア） 

日時：毎月第２、第４月曜日 

10:30～11:00 

定期子育て相談会 

（心理士・保育士等専門スタッフ） 

日時：毎月第３火曜日 

10:00～12:00 

ぬくもりのおうち保育園は大阪を中心とする関西、関東、東海に展開する 

小規模保育です。 

 

｟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 

 

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。 

西天満公園や大阪天満宮、天神橋筋商店街など、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 

 

☆ 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。0 歳からどうぞ！ 

保護者と一緒に安全に遊びましょう。 

 

５ 月 １４日（火）２１日（火）２８日（火） 

６ 月 １８日（火）２５日（火） 

７ 月   ２日（火） 

簡単な七夕飾りをつくる場所も用意します 

時間 ９：５０～１１：２０ 

 

令和元年度 

おおさかしりつ たきがわようちえん 

地域の皆さん、ぜひ幼稚園に遊びにきてください！ 

園庭開放や楽しい遊びなど計画しています！ 

 

（５月～７月） 

◎楽しい遊び  

７月２２（月）２３（火）２４（水） 

プール開放 

（水着ではいっていただきます。おむつや 

水遊び用おむつでは、はいれません） 
 

 

 

 

 

＜問い合わせ＞ 

○大阪市立滝川幼稚園 ℡ ６３５１－４５６５ 

○所在地：北区天満１－２４－１５ 

滝川小学校となり 

見学は随時できます。事前にご連絡ください。 

玄関からお入りください。受付がありますのでお子さんのお名前をお書きください。 

5 月１４日（火） 

スタート！ 

【お問い合わせ】 

一般社団法人あおぞら湯 ０６－６３７１－３３３８（平日 9～15 時） 

日時：7 月１４日(日) 

１０：００～１４：００ 

場所：北区民センター2 階ホール 

詳しくは、北区のホームページや広報紙をご覧ください。 

その他の講座等、詳しくは 

HPをご覧ください♪ 

https://jishinbook.net/lecture/  

子育て支援施設でも今年度は北区ジシン本が受け取れます 

↓Kikkiではこんなイベントも開催しています↓ 


