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ｚ 

＜材料＞ 

・じゃがいも   ４０ｇ  

・コーン       ２ｇ 

・人参         ３ｇ    

・ブロッコリー  ２ｇ 

＜調味料＞ 

・マヨネーズ    ３ｇ 

・砂糖     ０．０５g 

・だしの素  ０．０１ｇ 

＜作り方＞ 

①皮をむいたじゃがいもをゆで、 

マッシャーでしっかりつぶす。 

②その他の野菜は食べやすい 

大きさに切り、ゆでる。 

③調味料と①②を混ぜ込んだら完成！！ 

さつき保育園 

TEL：06-6374-2537 

ｚ 

ｚ 

  

 

 

令和５年度より「認定こども園」と移行する当園の見学説明会を実施

いたします。ご入園を検討されている方は、ぜひお越しください。 

ぴっころきっず新梅田園 見学説明会 

アクセス・近隣図 

愛のめぐみ保育園 

中大淀幼稚園「わくわくひろば」 

（お申込み・お問い合わせ） 

〒531－0071大阪市北区中津７丁目５－２４ヴリエウメキタ 

ぴっころきっず新梅田園 TEL/FAX06－6136－8312 

さつき保育園 

人気メニューのポテトサラダをご紹介いたします！ 

大阪主婦之会保育園 
「園庭開放（ぱんだっこ）」 

 (未就園児園庭開放) 

問合せ 大阪市立中大淀幼稚園 

℡０６－６４５８－９３００ 

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 

（前日までにお電話ください。） 

大淀保育所 地域交流「なかよしひろば」 

 

だしの素を少し入れることに

より、美味しく仕上がります！

ぜひお試しください！ 

9月より「なかよしひろば」を再開します。 

どうぞ遊びに来てください。 

 

日 時  9月 16日（金）、10月 14日（金） 雨天中止 

内 容  保育所の先生やおともだちとあそびましょう♫ 

外遊びを予定しています。 

汚れてもいい服でお越しください。 

持ち物  お茶 着替え 手拭きタオル  

対 象  0歳児～未就学児とその保護者 

 

◎予定が変更になることもあります。 

◎保護者の方にはアルコール消毒とマスクの着用をお願いしています。 

◎一斉入所のための見学については改めて別日にお申込みお願いします。 

 

（連絡先） 大阪市立大淀保育所 北区大淀中４－９－１１ 

TEL ０６－６４５８－６２００（ＦＡＸも同じ）  

日 時 9月 10日（土） 13:30～ 

内 容 園内見学・園の保育内容のお話・ご質問コーナー など 

◎当日資料等の準備などがありますので、前日までにお電話で 

お申し込みください。 

◎社会状況を鑑み、やむを得ず中止または延期する場合があります。 

 

【最寄り駅】 

阪急京都線・神戸線「中津駅」徒歩 8分 

大阪メトロ御堂筋線「中津駅」徒歩15分 

大阪シティバス「中津 6丁目」徒歩 3分 

時 間 ９：３０～１０：４５ 雨天中止 (園児と一緒に体操タイムもあります) 

日 程 9月１３日(火)、９月２７日(火)、１０月１８日(火)、１０月２５日(火) 

 

★みおつくし安全互助会の加入金１３０円を初回参加時にいただきます。 

(次回参加時よりの適応となります) 

★新型コロナウイルス感染状況により、中止させていただく場合があります。 

その際はホームページでお知らせします。ご了承ください。 

★幼稚園にぜひ遊びにきてください！！ 

～保育所で一緒に遊びましょう～ 
 

お誕生日会 
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 3木曜日 

１０：００～１１：００ 

対 象  １才のお誕生日を迎える 

お子さま。 

持ち物  お茶 

園庭開放 
お隣の幼稚園の園庭でも遊べます。 

 

日 時  第１・第３の土曜日 

１０：００～１１：３０ 

日 時 9月 6日（火）、10月 18日（火）、11月 8日（火） 

      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 保育園ってどんな所？ 遊びに来ませんか？ 

日頃たまった思いもお話ししてくださいね。 

保育士が質問にお答えします。 

持ち物 お茶等 

※事前に一度ご連絡をお願いします 
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９月２５日（日）～２０２３年 2月２６日（日）※毎月 1回実施 

実施時間 14：00～16：00 詳しくは、プラザの HPをご覧ください。 

 

お父さんのための子育てセミナーです。 

パパクッキングやベビーマッサージ、育児セミナー等を実施し交流を深めます。 

 

場   所： 北区子ども・子育てプラザ/クレオ大阪子育て館 

対   象： ０才の子どもをもつお父さん 

※父子で参加できる方 

定   員： １２組（先着順） 

※父母一緒に参加できます。 

参 加 費： 無料 

※第５回の時は、クッキングの材料費 

として１家族５００円。 

申   込： プラザ、クレオ窓口、電話にて 

７月１０日（日）～申込開始  

一時保育： 保育ボランティアが待機しています。 

お母さんとお子さんの休憩室もあります。 

 

人生経験が多少長くても、はじめての子育ては誰しも希望と不安がいっぱい！ 

将来のことや体力のこと、親のことも気になるし・・・。同じ世代のママ同士、 

日頃の心配や悩みを共有したり、役立つ知識を得ることで、今だからこその 

子育ての楽しさを体感しましょう。 

北図書館の「えほんのじかん」に参加してみませんか？ 

 

毎週土曜日は「えほんのじかん」の日！ 定員 8組 参加無料 

11時から11時30分までえほんとかみしばいの読み聞かせをしています。

第 4土曜日は「小さな子も楽しめるえほんのじかん」(定員 10組)です。 

前日までに申し込みが必要です。お申し込みお待ちしています。 

 

【問合せ】 北図書館 北区本庄東 3-8-2 電話：06-6375-0410 

広場に遊びに来ている親子さんの

様子を見て、赤ちゃんのいる暮らしを

想像♪スタッフとのおしゃべりや地域

の先輩ママパパからのリサイクルベビ

ー服の「プレゼント」があります。 

● 9月26日(月)、10月17日（月） 

11：00～、13:30～ 

各回 2組 要予約 

中津つどいの広場ぐぅぐぅ ・ 豊崎つどいの広場ぐぅぐぅ 

 ぐぅぐぅスタッフと簡単レシピでクッキング。食に

まつわるお悩みもみんなでアイデア出しあいなが

らおしゃべりしませんか？離乳食の第一歩、おか

ゆの実物も展示しています。9 月 10 月の献立は

大人のメニューから取り分ける離乳食作りです。 

● 9月 2日（金）10：00～11：30 

豊崎つどいの広場ぐぅぐぅ 定員 4組 要予約 

● 10月 7日（金）10：00～11：30 

中津つどいの広場ぐぅぐぅ 定員 4組 要予約 

中津＆豊崎つどいの広場ぐぅぐぅのホームページがリニューアルしました。 

カレンダー情報、イベント＆講座情報などぜひご覧ください。 

https://gugu.aozorayu.com/ 

クレオ大阪子育て館 

北図書館 

日 時： １０月１日（土）１０：００～１３：００ 

場 所： 北区民センター（北区扇町２－１－２７） 

内 容： 災害時における心構え等のセミナー 

対 象： 妊産婦・乳幼児子育て中のママ・パパ 

定 員： ２０名（多数抽選） 

申 込： ９月２０日（火）１７：３０までに 

電話・メール・FAX・来館にて受付 

主 催： 北区社会福祉協議会 

北区社会福祉協議会 

子ども・子育てプラザ 

【問合せ】北区子ども・子育てプラザ 

TEL/FAX 06-6374-0870 

大阪市北区本庄東 1-24-11 

http://www.osaka-

kosodate.net/plaza/kita/ 

お父さんに役立つ育児セミナー（要申込・無料） 

40歳からのはじめてママ講座 
～今だからこその子育てを楽しもう～ 

日   時： 10月5日(水)、10月12日(水) 

     全 2回 10:30～12:00 

会   場： クレオ大阪子育て館 

対   象： 40歳以上ではじめて出産した方 

(プレママも可) 

講   師： クレオ大阪子育て館スタッフ他 

定   員： 20名(多数抽選) 

申込締切： 9月 25日(日) 

子育て館 HP 

QRコード→ 

妊婦さん乳幼児子育て向け！ 
災害時のママ・パパ心構えセミナー開催 
～あなたの大切な命を守るためにできることは何か？ 

一緒に考えてみませんか？～ 

妊婦さん見学会 中津・豊崎 

申込・お問合せ：北区社会福祉協議会 

TEL：06-6313-5566  FAX：06-6313-2921 

メール：kitawaniwani@osaka-kitakusyakyou.com 

てげてげ食堂 中津・豊崎 
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地域の「子育てサロン」に遊びに行ってみよう♪ 

気軽に交流できる場所を提供します（社会福祉協議会除く）。 
子育て相談、情報提供を行います。ぜひご利用ください♪ 

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(^^) 

子育て支援室では、子どものことで心配な悩みごと、しつけや発達などのさまざまな相談に応じています。その他にも「こどもと

できる遊びを知りたいな～」「工作したいけどいいアイデアないかな？」等、ちょっとしたことも大歓迎です♪ 

 

子育て支援室 

 

kita-kosodate＠city.osaka.lg.jp 

メール相談 

０６－６３１３－９５３３ 

電話相談 
地域子育てサロンをはじめ、子育て

情報は、北区ホームページをご覧くだ

さい。北区子育てマップや、情報紙

KITA-KUも掲載されています。 

サロン名 開催場所 住所 開催日時

さくらんぼの会 済美福祉センター 中崎西1-6-8 第１・４月　13:30～15:00

めだかクラブ 滝川公園地域集会所 天満4-7-20 第２火　10:00～11:30

パンダクラブ 豊仁地域集会場憩の家 長柄中3-4-2 第２水　13:30～15:00

ぽっぽクラブ 中津福祉会館2F 中津3-4-37 第２木　13:30～15:00

ひよこくらぶ 西天満地域福祉センター 西天満3-12-19 第３火　10:00～11:30

きっずひろば 西天満地域福祉センター 西天満3-12-19 第１水　10:00～12:00

ハッピースマイル 菅南福祉会館 天神橋1-3-3 第４水　13:30～15:00

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 第３水　13:30～15:00

うりぼうクラブ・遊 豊崎東会館 長柄西1-1-39 第２・４月　13:30～15:00

本庄ペンギンクラブ 本庄会館2F 本庄東2-4-39 第４火（12月のみ第3火）　13:30～15:00

豊崎ふうせんクラブ 豊崎会館2F 豊崎4-7-1 第２金　10:00～11:30

キューピーちゃんクラブ 北天満会館 山崎町5-21 第３火　10:00～11:30

菅北アリンコちゃん 菅北福祉会館 池田町1-50 第１木　13:30～15:00

ゆずっこ 中三会館１F 大淀中3-12-10 第２水　10:00～11:30

カンガルーひろば(第1子0歳児) 中三会館１F 大淀中3-12-10 R4年度　９月26日　14:00～15:30

ほりかわ子育てサロン 堀川会館・老人憩いの家2F 同心2-8-7 偶数月第４水（12月のみ第3水）　10:00～11:30

 
子育て 
サロン 

子育て 
支援施設 

MAP 


