
 

 

  

クオリスキッズ北梅田保育園 

園内開放 

 

 ６月２３日（土）１０時～１１時 

 保育園で一緒に遊びましょう。 

保育園でやっていることなどを 

一緒にしたいと思います。 

★赤ちゃん体操         

★わらべ歌   ★運動遊び 

★手作りおもちゃ体験  など 

★子育て相談も承ります！！！ 

 ご予約お待ちしております。 
先着１０組 

TEL 06-6345-5350 担当 開 梅木 

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？ 

日時：毎月 第４木曜日  

１０：００～１１：００ 

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） 

持ちもの：お茶 

参加申込み方法：前日までの午前 

10:00〜12:00 に 

お電話ください。 

申込み･問合せ：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♪ 

【日時】６月１２日(火) 

７月１０日(火) 

８月２１日(火) 

【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】保育園のお友達と、色々な事をして遊びましょう! 

    ※７月,８月はプール遊びをします。 

【持ち物】お茶 

プール遊びに参加される方は、 

「水遊び用紙オシメ」の用意をお願いします。 

申込・問合せ 大阪主婦之会保育園 

Tel ０６－６３７２－８０２８ 

FAX ０６－６３７２－８４８４ 

 

『園開放』 （無料・要予約） 

【日時】6月 30 日(土）AM10:30～11:30 

        7月 28 日(土）AM10:30～11:30 

【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】 子育てについての素朴な疑問や悩みを 

経験豊富な先生とお話ししましょう。 

楽しい手遊びや絵本の読み聞かせも 

あります。 

 

 

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 



 

 

  

『グランド遊び』 

6 月に２回行う予定 AM10：00～11：00 

【場所】与力グランドに直接きてください 

【対象】1歳半～未就園児とその保護者 

【持ち物】着替え・タオル・帽子・水筒（お茶か水） 

※グランドの都合や天候により出来ないこともあります。 

10：00～11：00までの時間はグランドのみで行っています。 

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。 

『水遊び』  

７月・8月の月２～３回予定 

AM11：00～11：40参加人数が多ければ 2部制 

【場所】同心保育園駐車場 

【対象】1歳以上で安定して歩けるお子さん～未就園児とその保護者 

【持ち物】着替え・水遊び用紙パンツ・タオル・帽子・水筒（お茶か水） 

※体調不良（皮膚病・眼病・下痢）のお子さんは入れません！ 

雨天中止になります。通常開放はしています。 

水遊び開始前に別紙「水遊びについて」を配布するので、一度遊びに来てください。 

日程など詳しくは７月・８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。 

 

 

 

下記に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。 

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 

       PM 1：３0～２：０0  

【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。 

 

 

 

みんなで 

遊ぼう♪ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

６月１６日(土) 

『手あそびであそぼう！』 

・子育て相談 

子どもと一緒に楽しめる手あそび

を知り、子育てが少しでも楽にな

り、楽しめるようになります(^^♪ 

７月２１日(土) 

『手作りおもちゃを作ろう』 

・子育て相談 

簡単な手作りおもちゃを保育士と 

一緒に作り、遊び方をお伝えします! 

８月４日(土) 

『トイレトレーニングで 

困っていませんか？』 

・子育て相談 

トイレトレーニングのタイミングなど、

保育園でしている方法を楽しく伝授

します☆ 

お時間 毎回 

15:00～16:00 

ちゃいれっく広場 

ちゃいれっく東天満保育園 北区同心 1-1-26 TEL 06-6360-9681 

『地蔵盆祭り』に遊びに来ませんか？ 

【日時】８月１８日（土） 
【時間】PM１：３０～３：００ 

【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！！ 

〇雨天でも決行いたします。 

〇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。 

〇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★ 

問合せ：鶴満寺保育所 担当 力津 
TEL 06-6353-8618 

Kikki 
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 

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 

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。保育士・保健師・心理士が、お悩みに返信

メールでお答えします(秘密厳守・匿名可)！ 

kita-kosodate＠city.osaka.lg.jp 

 

問合せ 子育て支援室 TEL 06-6313-9533 



６月 子育てサロンカレンダー 

月 火 水 木 金 

    １ 

     

４ ５ ６ ７ ８ 

さくらんぼの会  きっずひろば 

済美地域イベント 

菅北アリンコちゃん 豊崎ふうせんクラブ 

１１ １２ １３ １４ １５ 

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  

１８ １９ ２０ ２１ ２２ 

 ひよこクラブ 

ｷｭｰﾋﾟｰちゃんクラブ 

とよひが・うりぼう 
クラブ 

  

２５ ２６ ２７ ２８ ２９ 

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   

 

７月 子育てサロンカレンダー 

月 火 水 木 金 

２ ３ ４ ５ ６ 

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  

９ １０ １１ １２ １３ 

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 

１６ １７ １８ １９ ２０ 

 ひよこくらぶ 

ｷｭｰﾋﾟｰちゃんクラブ 

とよひが・うりぼう 

クラブ 

  

２３ ２４ ２５ ２６ ２７ 

うりぼうクラブ・遊 本庄ペンギンクラブ 

 

   

３０ ３１    

     

 

 
 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。 

問合せ：子育て支援室 

TEL 06-6313-9533 

FAX 06-6313-9905 
※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、ゆずっこです♪ 


