
                     

 

 

  

園庭開放 

ぱんだっこ 

毎日保育園でしている遊びや、おもちゃ、体操 

など一緒にやってみませんか？ 

毎日の子どもの成長を一緒にお話ししながら、 

楽しみましょう★ 

日程・・・２０１８年 11 月 24 日（土） 

時間・・・10 時～11 時 

場所・・・ｸｵﾘｽｷｯｽﾞ北梅田保育園 3 階 

服装・・・動きやすい服装、 

お茶など水分補給できるもの 

 

 

 

 

問い合わせ先 

クオリスキッズ北梅田保育園 

TEL06－6345－5350（担当 開、小山、松本） 

 
おもちゃ作り、体育遊び、 

触れ合い遊びをしますよ！！ 

※事前に一度ご連絡をお願いします 
 

【日時】11 月 6 日（火）府民共済「にっこりキッズ」 

12 月 11 日（火） 

1 月 22 日（火）お楽しみ会「マジック」 

 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】行事に参加したり、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】お茶等 

 

申込・問合せ  福）大阪主婦之会保育園 

Tel 06-6372-8028 Fax 06-6372-8484 

地域交流 「なかよしひろば」 
～ 保育所で一緒に遊びましょう ～ 

【日時】★11 月 9 日(金)AM10:00～11:00 

     「所庭でいっぱいあそびましょう」  

★12 月 14 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。保育所の子ども達と一緒に 

お話しの世界を楽しみましょう。 

 

【持ち物】 手拭タオル・水筒（必要に応じて） 

【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） 

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 

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。 
 

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 

http://tigpig.com/archives/27177
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


  

１月１９日（土）１５時～１６時 

「ご飯を楽しく食べよう！」 

食事を美味しく食べるためには、 
自分で食べようとする気持ちを 
育てることが大切です。 

１２月１５日（土）１５時～１６時 

「おおらか母さんに 

なろう！」 

つい叱ってばかりの子育てを 
していませんか？本来の優しさで 

子育てを楽しみましょう。 

【日時】12 月 10 日(月)､1 月 21 日(月) 

  ※１０時～１１時頃です。 

 ※雨天の場合は中止です。 

【場所】きたの旭ヶ丘学園 運動場 

【対象】０歳児～ 

未入園児とその保護者 

【内容】保育園にいるお友達や 

先生と楽しく 

遊びましよう！ 

きたの旭ヶ丘学園 

TEL ０６－６３６１－８３４４ 

FAX ０６－６３６１－８３４８ 

 

きたの旭ヶ丘学園 

園庭開放 

「なかよし広場」 
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、1 月には下記の予定で『給食試食会』

を催します。こちらは限定 5 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。 

１１月１７日（土）１５時～１６時 

「クリスマスリースを 

作ろう！」 

黄金ヒバやモミの木を使って 
かわいいリースを作り、 

クリスマスを家族で楽しみましょう。 

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４ビル 

TEL 06-6360-9681 

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 

『給食試食会』 （無料・要予約：限定 5 組様） 

【日時】 2019 年１月 26 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】 子ども達の人気メニューの一つ『豚汁』 

と『おにぎり』をご試食していただきま

す。楽しい手遊びや絵本の読み聞かせも

あります。その他、子育てについてのあ

れこれも楽しくお話しましょう♪ 

～保育園で遊ぼう～ 

「どうやって遊べばいいのかな？」「友達がほしいな」「保育園ってどん

なところ？」子育てに頑張っていらっしゃるみなさま。親子で体を動

かしたりいろいろな遊びを楽しみましょう！ぜひご利用ください。 

【日時】毎月１回開催(第４金曜) ※行事の都合上変更有 

 10 時～11 時まで『要予約』詳しい開催日はお問合せください。 

【申込方法】電話で要予約(締切:開催日の約２週間前まで) 

   ※ご利用いただける方にのみ招待状にてご案内差し上げます 

【対象者】大阪市在住０歳児(６カ月以上) 

～２歳児までの乳児とその保護者 

【人数】約１０名(定員を超えましたら抽選とさせていただきます) 

【費用】無料 

～子育てカフェ～ 

保護者の方が子どもと一緒に過ごすサークルではありません。少し

の時間ではありますが、ゆっくりお茶を飲み自由な時間を持って、

リフレッシュし子育てを頑張ってほしいという思いから、音色つばさ

保育園では子育て支援の一環として行っております。 

【日時】毎月１回開催(火曜日) ※行事の都合上変更有 

【申込方法】電話で要予約(締切:開催日の約２週間前まで) 

   ※ご利用いただける方にのみ招待状にてご案内差し上げます 

【対象者】大阪市在住０歳児(６カ月以上) 

～２歳児までの乳児とその保護者 

【人数】約７名(定員を超えましたら抽選とさせていただきます) 

【費用】お子様一人につき 200 円 

※子育てカフェの間、お子様は保育園でお預かりします。 
【申し込み】音色つばさ保育園 

本庄東 1-24-9 TEL:06-6373—０283 



 

子育てサロンは、子ども同士を遊ばせたり、親子で遊んだりしながら子育てに関するノウハウや情報の 

交換などができ、親子で楽しめる場所です！地域の民生委員・児童委員・主任児童委員が中心に 

なって運営しています。誰でも自由に参加できます(^^♪ 

12月から堀川地域に新しいサロンがオープンします!!(*’▽’) 

 

  

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

11/5・11/26・12/3・1/28

第２火　10:00～11:30

11/13・12/11・1月休み

第２水　13:30～15:00

11/14・12/12・1月休み

第２木　13:30～15:00

11/8・12/13・1月休み

第３火　10:00～11:30

11/20・12/18・1/15

第１水　10:00～12:00

11/7・12/5・1月休み

第４水　13:30～15:00

11/28・12/19・1/23

第３水　13:30～15:00

11/21・12/5・1月休み

第２・４月　13:30～15:00

11/12・11/26・12/10・1月休み

第４火　13:30～15:00

11/27・12/18・1月休み

第２金　10:00～11:30

11/9・12/14・1月休み

第３火　10:00～11:30

11/20・12月休み・1/15

第１木　13:30～15:00

11/1・12/6・1月休み

第２水　10:00～11:30

11/14・12/15ゆずりんぴっく・1/9

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

キューピーちゃんクラブ 扇町住宅集会所 扇町2-3-1

　　　　ほりかわ子育てサロン 堀川会館・老人憩の家 同心2-8-7

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

本庄ペンギンクラブ 本庄会館２階 本庄東2-4-39

豊崎ふうせんクラブ 豊崎会館２階 豊崎4-7-1

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

うりぼうクラブ・遊 豊崎東会館 長柄西1-1-37

きっずひろば 西天満地域福祉センター 西天満3-12-19

ハッピースマイル 天神ビル地下１階 天神橋1-11-14

12/12　10:30～12:00

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

パンダクラブ 豊仁地域集会所憩の家 長柄中3-4-2

ぽっぽクラブ 中津福祉会館　2F 中津3-4-37

ひよこくらぶ 西天満地域福祉センター 西天満3-12-19

月 火 水 木 金 土
3 4 5 6 7 8

さくらんぼの会
きっずひろば

とよひが・うりぼう
菅北ｱﾘﾝｺちゃん

10 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

ほりかわ子育てサロン
ぽっぽクラブ 豊崎ふうせんｸﾗﾌﾞ ゆずっこ

17 18 19 20 21 22

ひよこくらぶ
本庄ペンギンｸﾗﾌﾞ

ﾊｯﾋﾟｰｽﾏｲﾙ

24(祝) 25 26 27 28 29

天皇誕生日
振替え休日

　12月　　子育てサロンカレンダー

子育てサロン 

１月の子育てサロン… ９日：ゆずっこ、１５日：ひよこくらぶ・キューピーちゃんクラブ、 

２３日：ハッピースマイル、２８日：さくらんぼの会 

 

ゆずりんぴっく 

＠大阪医専 

10 時～12 時予定 

振替休日 

New! 

ほりかわ子育てサロンの情報をお知らせし

ます！LINE でお友達に登録してね♡♡ 



 

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 

いただけます。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 の催し 

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 

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 

 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。 

北区子育て MAP を各子育て 

支援施設に配架しています♪ 

気軽に交流できる場所を提供します。子育て相談、情報提供を行います。 

ぜひご利用ください。お待ちしています。 子育て支援施設 

ＭＡＰ 

 

 

 

 

 

 

 

 

クレオ大阪子育て館 

みつるポケット 

北図書館 

子育て支援センター 

にこにこ 
北区社会福祉協議会 

北区 

子ども・子育てプラザ 

中津つどいの広場 

ぐぅぐぅ 
豊崎つどいの広場 

ぐぅぐぅ 


