きらりたのしいくらし
子育てを応援します！

＜発行＞

地域からのイチオシ情報を

北区子育て支援連絡会

掲載します♪

北区役所・子育て支援室
北区扇町２－１－２７
TEL：06-6313-9533
FAX：06-6313-9905

＊この情報紙は区役所の他、各子育て支援施設にも配架しています！

保育施設・事業ってなに？

幼稚園ってなに？

★保育所（園）
（生後６か月～小学校就学前）

３歳から小学校就学前の子どもが、先生や友達と過ごすなかで

仕事等のために家庭で保育ができない時に保護者に代わって

小学校からの生活や学習の基礎を作る学校です。北区は大阪市

保育をする児童福祉施設です。

立幼稚園が３園、私立幼稚園が４園あります。

★地域型保育事業（小規模保育・家庭的保育）

自由遊びを大切にしている園、英語やリトミックなど様々な分

（生後６か月～２歳）

野の経験を大事にする園、通園バスの有無、お弁当か給食かな

保育所（園）より少人数で子どもを預かる事業です。

どそれぞれ特色があります。

★認定こども園（０～小学校就学前）
幼稚園・保育所の機能や特徴を併せ持つ施設です。

利用するには？
お子さんの発達や興味や関心、家庭教育の方針を考え、幼稚園

利用するには？

説明会などに参加し、希望する園を決めましょう。希望する幼

保育内容や施設の規模、家や職場からの利便性を園見学やホ

稚園に直接申込みをします。

ームページで確認して、北区保健福祉センター福祉課（３階
３３番）に申込みをしてください。

平成２９年４月１日からの入園

年度途中の利用を希望する場合は、前月の５日までに申込ん

公立幼稚園は、１０月３日願書交付、受付

でください。

私立幼稚園は、９月願書交付、１０月受付
（希望が多い場合は、抽選や先着順で入園を決定します。）

平成 29 年４月 1 日からの入所（一斉入所）
申請書交付
平成 28 年９月 16 日（金）～
申込み受付期間
平成 28 年 10 月３日（月）～17 日（月）

詳しい日時、選考方法は、各園にお問い合わせください。
保育施設・幼稚園などの疑問や相談をお聞きします！
北区保健福祉センター 福祉課（保育担当） 3 階 33 番
TEL 06-6313-9489

保育コンシェルジュ 三木

9 月 園開放のお知らせ
大阪市認可保育園 小規模保育施設 梅田ひまわり保育園

●日時 ： 9 月 10 日（土）１０：３０～１１：３０

大阪主婦之会保育園

「園庭開放（ぱんだっこ）」

●対象 ： ０～１歳位まで
「ひまわり保育園ってどんなところかな？」と思っているみなさま。

※事前に一度ご連絡をお願いします
【日時】10 月 18 日（火）

ひまわり保育園にあそびにきませんか？
☆保育士の先生たちと子育てのあれこれを楽しく話しましょう☆

AM 10：00～11：00

今後も月 1 回、土曜日を予定しております。

【場所】大阪主婦之会保育園 屋上

みなさまお誘い合わせの上、お気軽に遊びに来て下さいね♪

【対象】0 歳～未就園児とその保護者
【内容】みんなでミニ運動会をして
遊びましょう♪

問い合わせ

【持ち物】お茶等

梅田ひまわり保育園
TEL&FAX

０６－６１１０－５９２２

〒530-0014 大阪市北区鶴野町３番１７号 ファーストＮビル２階

11 月以降も毎月１回開催しています♪

ＨＰ： http://www.umeda-himawari.sakuraweb.com/
アメブロ：http://ameblo.jp/umeda-himawari/

申込・問合せ 福）大阪主婦之会保育園

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

園庭開放（さくらんぼクラブ）にきてね！

【日時】９月１６日（金）・１０月１２日（水）・１０月２８日（金）

ポポラー大阪長柄園

9：30～10：30 （受付時間は 9：20～9：30）
雨天中止です。

申込不要

【場所】菅南幼稚園 園庭
【対象】0 歳～未就園児とその保護者

スポーツフェスティバル開催！！
日時：平成 28 年 10 月 2 日（日）10：30～15：00
場所：万博記念公園

【内容】幼稚園の子どもたちと一緒に、
菅南幼稚園の園庭で遊びましょう。
※９月１６日（金）は幼稚園の入園説明会も行います。
（10：30～11：00）

申込・料金については園へお問い合わせください。
内容：3000 人規模の大運動会です。
屋台も出るので、お弁当いらず！！

【持ち物】お茶・帽子など
動きやすい服装で来てください。

問い合わせ

大阪市立菅南幼稚園
電話 ６３６１－６００５
Fax ６３６１－６８８４

色んな競技やｹﾞｰﾑがあり、家族全員で楽しめます！！
家族みんなでご参加下さい。

問い合わせ：ポポラー大阪長柄園
TEL:06-4800-7050

長柄保育園

園庭解放『なかよし広場』
９月５日(月)

園庭開放 おひさまクラブ （要申込み）

全日 １０時～１１時頃

１０月１７日(月)
１１月７日(月)

【日時】 月 1 回 10 時～11 時半

雨天の場合は中止です

１２月５日(月)

＊申込みの際に年間の予定をお知らせいたします。
【場所】 長柄保育園 園庭

★場所★きたの旭ヶ丘学園

運動場

【対象】 0 歳児～未就園児とその保護者

★対象★０歳～未就園児とその保護者

【内容】 園庭で一緒に遊びましょう！

★内容★保育園にいるお友達や先生と

１０月は簡単な運動会ごっこ。１１月は保育園の

楽しく遊びましょう！！

焼き芋大会に参加してもらいます。
申し込み・問い合わせ

【持ち物】 お茶・帽子など

きたの旭ヶ丘学園
問い合わせ： 長柄保育園
TEL： ０６－６３５７－１３５８

TEL 06-6361-8344
FAX：06-6357-6984

FAX 06-6361-8348

フェアリールーム天六園

ふれあいフェスタ（ミニ運動会）を開催します！

Kikki

うたって、おどって、たのしいフェスタ！！

区役所１階には、子育て支援ルーム

卒園児や未就園児も参加できるコーナー有り！！

Kikki（キッキ）があります♪

みなさんのご参加おまちしています♪

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♪

日時：2016 年 9 月 23 日（金）10 時～12 時
場所：大淀コミュニティセンター
住所：〒531-0074 大阪市北区本庄東 3-8-2

月～金 １０時～１６時
（正午～１３時 CLOSE）
土日祝はお休み

対象：特に制限はありませんが、０歳～未就学児が
楽しんで頂ける内容となっています。
申込・問合せ：フェアリールーム天六園 06-7220-4224
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。

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☆
サロン名

開催場所

住所

開催日程

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

豊仁地域老人憩の家

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

ひよこクラブ

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

天神ビル 地下１F

天神橋 1-11-14

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

本庄東 2-4-39

第４火 13:30～15:00

豊崎ふうせんクラブ

豊崎会館

豊崎 4-7-1

第２金 10:00～11:30

キューピーちゃんクラブ

扇町住宅集会所

扇町 2-3-1

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１階

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２階 和室

大淀中 3-12-10

6/29,11/29 13:30～15:00

９月

子育てサロンカレンダー
月

火

水

木

金

１

２

菅北アリンコちゃん

５

６

さくらんぼの会

７

８

９

きっずひろば

ぽっぽクラブ

豊崎ふうせんクラブ

１５

１６

２２(祝)

２３

１２

１３

１４

うりぼうクラブ・遊

めだかクラブ

ゆずっこ
パンダクラブ

１９(祝)

２０

２１

ひよこクラブ

とよひが・うりぼう
クラブ

敬老の日

秋分の日

ｷｭｰﾋﾟｰちゃんｸﾗﾌﾞ

２６

２７

２８

さくらんぼの会

本庄ペンギンクラブ

ハッピースマイル

うりぼうクラブ・遊

問い合わせ

２９

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

３０

１０月

子育てサロンカレンダー
月

火

水

木

金

３

４

５

６

７

きっずひろば

菅北アリンコちゃん

さくらんぼの会

今月のみ第１週に
開催です！！

ぽっぽクラブ
１０(祝)

１１

１２

めだかクラブ

ゆずっこ

体育の日

１３

１４
豊崎ふうせんクラブ

パンダクラブ

１７

１８

１９

ひよこクラブ

とよひが・うりぼう

２０

２１

２７

２８

クラブ
ｷｭｰﾋﾟｰちゃんｸﾗﾌﾞ
２４

２５

２６

さくらんぼの会

本庄ペンギンクラブ

ハッピースマイル

うりぼうクラブ・遊
３１

問い合わせ

子育て支援室

TEL 06-6313-9533

FAX 06-6313-9905

チヂミ

おいしいレシピ
提供：同心保育園

ひじき
ハンバーグ

《ひじきハンバーグ

4 個分》

【材料】

《チヂミ

４～5 枚》

【材料】

◎ひじき・・・・10ｇ
◎塩・・・・・・・・・少々
◎合挽きミンチ・・・・200ｇ

◎にんじん・・・・・・・1/2 本

◎玉ねぎ・・・・・・・・・・1 コ

◎にんじん・・・・1/4 本

◎合挽きミンチ・・・・200ｇ
◎たまねぎ・・・・・・1/2 コ

◎ニラ・・・・・・・・・・・10g

◎小麦粉・・・・・・・・・・100g

◎ピーマン・・・・１コ

◎たまねぎ・・・・1/2
コ
◎パン粉・・・・・・・10ｇ

◎しょうゆ・・・・・・・10g

◎鶏ガラだしの素・・・・20ｇ

◎たまご・・・・１コ

◎パン粉・・・・10ｇ
◎塩・・・・・・・・・少々

◎ゴマ油・・・・・・・・・・適量

◎塩・・・・・・・・・・少々

◎しょうゆ・・・・大さじ２

◎塩・・・・少々

【作り方】
１． ひじきは戻して湯にかける。

◎酢・・・・・・・・100ｇ
★

◎しょうゆ・・・・・5g

火にかけて少し酢をとばす
◎鶏ガラだしの素・・・・30g

◎砂糖・・・・・・・100g

２． にんじん、たまねぎ、ピーマンは全てみじん切りにする。

【作り方】

３． ミンチと野菜を混ぜ合わせ、たまご、パン粉を入れよくこね

１． にんじん、玉ねぎは千切りし、ニラは 1cm 幅に切る。

る。
４． 塩、しょうゆで味を整える。
５． よくこねたら食べやすい大きさに型を整えフライパンで蒸し
焼きにしていく。
６． 焦げ目がついたら完成。

２． 小麦粉を水で溶いて味付けをしていく、そこに切った野菜を入れ
て混ぜ合わせる。
３． ホットプレート（フライパン）でスプーンで落としながら焼いていく。
４． 両目に焦げ目がついたら出来上がり。
５． 最後に★をかけて完成。

