
 

 

  

問合せ先：ちゃいれっく東天満保育園 

同心 1-1-26 ｲﾝﾎﾟｰﾄﾛｯｻ第四ビル 

06-6360-9681 

11月 17日(土)15時～16時 

『クリスマスリースを 
作ろう！』 

黄金ヒバやもみの木の葉を使って 

かわいいリースを作り、家族で 

クリスマスを楽しみましょう。 

※事前に一度ご連絡をお願いします 

【日時】9月 4日（火）、10月 12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 

    のお友達といっしょに遊びましょう。 

【持ち物】お茶等 

申込・問合せ 福）大阪主婦之会保育園 
Tel 06-6372-8028 
Fax 06-6372-8484 

◆食育について◆ 安全で安心な食材を提供しています！ 

┨食材へのこだわり 

植物性天然だしや栄養価の高い金芽米、産地の明確な野菜を使っています！ 

┨０～５歳まで段階を追った食育の取組み 

★【食品を見分ける「選食力」】、【「食のマナー」を身に付ける】、 

【地球規模で「食を考える」】の３つのテーマで食育年間計画を作成しています！ 

★それぞれの食材の働き、食べ物の大切さや感謝する気持ち、 

食べることや命の大切さを伝えます。 

★離乳食はご家庭と連携を取り、無理なく進めていきます。 

ある日のご飯給食♬ 

えがおの森保育園・どうしん  住所：同心 1-6-27  TEL:06-6358-4611 

９月８日(土)15時～16時 

『松ぼっくりで 
おもちゃを作ろう！』 

季節を楽しむ遊びを通して 

自然に興味を持てるようにします。 



 

 

 

 

  

  

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 

 （12 時～13 時 CLOSE） 

土日祝はお休み 

 

問合せ：子育て支援室 

TEL 06-6313-9533 

Kikki を一時 

お休みします┥ 

Kikki のスペースを保育施設申込書

の受付会場として使用しますので、

申込書受付期間（10/1～10/15）は

Kikki をお休みします。利用を楽しみ

にしていただいている方には申し訳

ありませんが、ご了承ください。 

毎月第 2､第 4月曜 10:30～11:00 

親子ふれあい遊び・絵本読み聞かせ 

毎月第 3火曜  

10:00～12:00 

定期子育て相談会 

保育所入所に関する不安や

疑問をお持ちの方 

ぜひお越しください♪ 

・当日、お子様の保育は行いません 

・ベビーカーは４階会場前廊下に 

置いてください 

・土曜日の区役所窓口業務は行いません 

・保護者のみの参加も可能です 



月 火 水 木 金

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

カンガルーひろば

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(祝) 18 19 20 21

敬老の日

ひよこくらぶ

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(祝) 25 26 27 28

秋分の日

振り替え休日
本庄ペンギンクラブ ハッピースマイル

 

  

サロン名 開催場所 住所 開催日程(11月までの予定開催日)

第１・４月　13:30～15:00

9/3・10/1・10/22・11/5・11/26

第２火　10:00～11:30

9/11・10/9・11/13

第２水　13:30～15:00

9/12・10/10・11/14

第２木　13:30～15:00

9/13・10/4・11/8

第３火　10:00～11:30

9/18・10/16・11/20

第１水　10:00～12:00

9/5・10/3・11/7

第４水　13:30～15:00

9/26・10/24・11/28

第３水　13:30～15:00

9/19・10/17・11/21

第２・４月　13:30～15:00

9/10・10/22・11/12・11/26

第４火　13:30～15:00

9/25・10/23・11/27

第２金　10:00～11:30

9/14・10/12・11/9

第３火　10:00～11:30

9/18・10/16・11/20

第１木　13:30～15:00

9/6・10/4・11/1

第２水　10:00～11:30

9/12・10/10・11/14

カンガルーひろば(第1子0歳児) 中三会館１階 大淀中3-12-10 5/28・9/10・11/26 年3回14:00～15:30

菅北アリンコちゃん 菅北福祉会館 池田町1-50

ゆずっこ 中三会館１階 大淀中3-12-10

豊崎ふうせんクラブ 豊崎会館２階 豊崎4-7-1

キューピーちゃんクラブ 扇町住宅集会所 扇町2-3-1

うりぼうクラブ・遊 豊崎東会館 長柄西1-1-37

本庄ペンギンクラブ 本庄会館２階 本庄東2-4-39

ハッピースマイル 天神ビル地下１階 天神橋1-11-14

とよひが・うりぼうクラブ 豊崎東福祉会館老人憩の家 長柄東2-1-24

ひよこくらぶ 西天満地域福祉センター 西天満3-12-19

きっずひろば 西天満地域福祉センター 西天満3-12-19

パンダクラブ 豊仁地域集会場憩の家 長柄中3-4-2

ぽっぽクラブ 中津福祉会館　2F 中津3-4-37

さくらんぼの会 済美福祉センター 中崎西1-6-8

めだかクラブ 滝川公園地域集会所 天満4-7-20

地域の子育てサロンに遊びに行ってみよう！予約不要です┨ 



月 火 水 木 金

1 2 3 4 5

さくらんぼの会 きっずひろば

菅北アリンコちゃん

ぽっぽクラブ

8(祝) 9 10 11 12

体育の日 めだかクラブ

パンダクラブ

ゆずっこ

豊崎ふうせんクラブ

15 16 17 18 19

ひよこくらぶ

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

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

29 30 31

月 火 水 木 金

1 2

菅北アリンコちゃん

5 6 7 8 9

さくらんぼの会 きっずひろば ぽっぽクラブ 豊崎ふうせんクラブ

12 13 14 15 16

うりぼうクラブ・遊 めだかクラブ

パンダクラブ

ゆずっこ

19 20 21 22 23(祝)

ひよこくらぶ

ｷｭｰﾋﾟｰちゃんｸﾗﾌﾞ

とよひが・

うりぼうクラブ
勤労感謝の日

26 27 28 29 30

さくらんぼの会

うりぼうクラブ・遊

ｶﾝｶﾞﾙｰひろば

本庄ペンギンクラブ ハッピースマイル

 

 

 

  

10月のぽっぽクラブは第 1木、中津小学校で小学生との交流会です♪ 

問合せ：子育て支援室  TEL：06-6313-9533 FAX：06-6313-9905 



 

 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。 

9/5 

11/19 

10/26 

場所：北区子ども・子育てプラザ 

（北区本庄東 1-24-11） 

時間：10:00～11:15 

対象：０歳～未就園児とその保護者 

おやこでほっこりたいむ 

親子であきまつり！ 
場所：同心保育園（北区同心 1-5-27） 

時間：10:00～11:15 

対象：０歳～未就園児とその保護者 

ぱくぱくもぐもぐ 
たべるのだいすき!! 
場所：クレオ大阪子育て館 

(北区天神橋 6-4-20 7階) 

時間：13:30～14:45 

対象：０歳～未就園児とその保護者 

 
 

 
 

 
 

内容の詳細が決まり次第、区役所や Kikkiなどにポスターを掲示します。 

また、チラシを配ったり Facebookに掲載したりもしますのでぜひチェック

してみてください！ 

❤参加無料❤ 

❤当日参加自由❤ 


