
子育て
子どもと保護者が安心して過ごせる
場所を提供しています♪
港区 子ども・子育てプラザ

子どもと保護者が安心して過ごせる
場所を提供しています♪
港区 子ども・子育てプラザ

うぇるかむBaby！プレママ講座うぇるかむBaby！プレママ講座

募集
骨太クッキング 参加者募集！骨太クッキング 参加者募集！

「みなとクリーンUP大作戦」参加者募集「みなとクリーンUP大作戦」参加者募集

「食材をムダにしない地球にやさしい
リデュースクッキング」参加者募集
「食材をムダにしない地球にやさしい
リデュースクッキング」参加者募集

「港区ガレージセール」の中止について「港区ガレージセール」の中止について

●つどいの広場

問
合
せ

保健福祉課 (保健衛生)
6576-9882 6572-9514

※その他の日程についてはホームページをご確認ください

離乳食講習会
すくすく赤ちゃん教室
離乳食講習会
すくすく赤ちゃん教室
日時 2月4日（金） 13時30分～15時
場所 区役所 2階 集団検診室
対象 月齢5～7か月の赤ちゃんと保護者

無料・要申込

無料・要申込

要申込

要申込

パネラー 発達障がい児＆ファミリーケアステーション
NPO法人「チャイルズ」代表 是澤 ゆかり 氏
市岡中学校 校長 西川孝治 先生

開館日時 9時～21時 （日曜日は17時30分まで）

日時 2月4日（金） 10時～12時

日時 1月20日（木） 13時～

日時 2月17日（木） 10時～13時

日時 2月24日（木） 
８時～１７時の間で３０分～１時間程度

日時 3月6日（日） 11時～13時30分

会場 大阪ガスハグミュージアム
（西区千代崎3-南2-５9）

募集数 西区・港区・大正区在住者
3区合計 32名 （1組最大4名、大人1名の場
合、子どもは最大2名となります。子ども3名
でのお申し込みの場合は大人2名の参加が
必要となり、テーブルが別になります。）

参加費 300円

締切日 1月31日（月） 必着

メニュー ごはん、味噌汁、野菜炒め、春巻き、ふりかけ
（昆布とかつお）

申込方法 往復はがきに、住所・参加人数・参加者全員
の氏名・ふりがな・年齢・電話番号を明記し西
部環境事業センターリデュースクッキング係
へ郵送してください。

持ち物 エプロン、三角巾、ハンドタオル、筆記用具、マスク

場所 区役所 2階 集団検診室・栄養指導室

場所 港区内

締切 1月14日（金）

申込 FAX・メール（企業・団体名、担当者氏名、連絡先を
記載し送付してください。区役所より参加申込書を
送付させていただきます。）

内容 講話と調理実習
持ち物 マスク、エプロン、手拭き用タオル
定員 12名 （先着順）

申込 電話、来庁
申込期間 1月7日（金）～2月10日（木）
共催 港区食生活改善推進員協議会 （桜栄会）

費用 500円 （材料費）
対象 区内在住の方

場所 区役所5階 会議室

日時 2月19日（土） 9時30分～12時
場所 （有）南歯車製作所→成光精密（株）（ガレージミナト）

申込 往復はがき、メール、ＦＡＸ（第3希望まで）、
代表者の氏名、年齢、住所、電話番号、参加者
全員の氏名・年齢（1申込みにつき4名まで）、
見学してみたい内容

申込開始日 1月7日（金） （先着順、定員になり次第締切）

申込 電話 定員 30名（先着順）

問
合
せ

保健福祉課 （子育て支援室）
6576-9844 6572-9514

問
合
せ

港区子ども・子育てプラザ （磯路2-11-10）

ファミリー・サポート・センター港 （磯路2-11-10）
6573-7792

6573-7796

問
合
せ

保健福祉課 （保健衛生）
6576-9882 6572-9514

問
合
せ

協働まちづくり推進課 （市民活動推進）
6576-9884 6572-9512

問
合
せ

総務課 （にぎわい創出・産業振興）
6576-9885 6572-9511

「落ち着きがない」「友達とうまく関係が
作れない」「思春期を迎え、進路をどうすればいいの
か」など、こどもの発達が気になる保護者や支援者のみ
なさん、こどもの発達や進路、いろいろな支援について
一緒に学びませんか？

無料・要申込赤ちゃんを迎えることは、楽しみでもあり
ちょっぴり不安もあるかもしれません。マタニティ期の生活
や子育ての準備など、みんなで楽しく学んでみませんか。

リデュースクッキングを通じて環境の事を
考えてみませんか？『食材をムダにしない調理』や『片づ
け』を通じて地球環境との関わりを学びます。

大正区・港区のものづくり企業が工場を開放し、皆さん
に見学していただく工場見学会です。（大正区と港区の
企業13社7コース）参加無料！

発達が気になる保護者のための座談会
～こどもの支援と進路について考えよう～
発達が気になる保護者のための座談会
～こどもの支援と進路について考えよう～

第4回「大正・港オープンファクトリー」
を開催します！
第4回「大正・港オープンファクトリー」
を開催します！

講座・イベント

子どもと一緒に楽しくあそ
んだり、ゆったり過ごせる
場所を開放しています。初
めての方でも安心して気軽
にあそびに来てください♪

就学前の親子がいろいろなあそびや交流を通して
子育ての情報交換などする場所です。
●あそびのひろば
小・中学生を対象にのびのび遊べる場で、フリスビー
大会・季節にちなんだ制作や行事を開催しています。
●ファミリー・サポート・センター港
子育ての手助けをしてほしい会員と子育ての援助が
できる会員を結びます。

ブックスタートや子育て相談
の日、親子ヨガ、ベビーリンパ
などいろんなイベントや講座
も開催しています。

※月曜・祝日、年末年始（12月29日～1月3日）休み
5月5日（こどもの日）と7月21日~8月31日まで
の月曜日、祝日は開館しています。

カルシウムの上手な取り方の講話とおすす
め料理の調理実習をします。

２月に開催を予定しておりました「港区ガレージセール」に
ついては、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から
中止させていただきます。開催を楽しみにされていた皆様
方には、何卒ご理解いただきますようお願いいたします。

＜港区内の1コース＞

●往復はがき：〒551-8501 大正区役所 
　（大正区千島2－7－95）
●メール：taisho001@city.osaka.lg.jp （大正区役所）
●FAX：4394-9989

●さんまかば焼きののり巻き
●切り干し大根とピーマンの南蛮酢あえ
●根菜とおからのみそ汁

※感染症の感染拡大防止の観点から、会場にはお待ちいただ
くスペースがございませんので、悪しからずご了承ください。

※その他大正区のコースなど、詳しくはＱＲコー
ドからご確認ください

※原材料にアレルギー物質を含みます。
詳しくはお問合せください

※新型コロナウイルス等の感染拡大が危惧され
る場合、中止の可能性があります。

※応募者多数の場合は抽選

※土・日・祝日を除く

※駐車場はありません

※実施時間・場所は参加機関で設定してください

※会場の混雑状況により早めに相談受付を終了する場合があります

※ご来場の際は、マスクを着用の上、筆記具の持参をお願いします

※中学生以上の方については、友達同士でも応募可

問
合
せ

西部環境事業センター
（〒551-0013 大正区小林西1-20-29）
6552-0901 6552-1130

※問合せ可能日、可能時間 月曜～土曜日 8時30分～17時

プラザHP▲しチャオでねっと▲

※パートナーの方の参加も大歓迎です
※2月のうぇるかむBaby！プレママ講座は、2月27日(日)です

場所 区役所 2階 集団検診室

対象 妊婦とパートナー

内容 ・妊娠中の食生活について
・先輩ママに聞こう！ぴよぴよらんど
 （2~3か月児とママ達の集まり）との交流会
・マタニティ期のお口の健康

問
合
せ

保健福祉課 (地域保健活動)
6576-9968 6572-9514

※15時～15時15分歯科健診も実施しています。（予約不要）
　詳細はお問合せください、

日時 1月28日（金） 第1回上映 18時～
　　　　　　 第2回上映 19時～

開設期間 ２月16日（水）～3月15日（火）

受付時間 9時15分～16時

場所 池島小学校 運動場

問合せ 池島小学校 6571-4354

昨年度よりコロナ禍の様々な影響によって、学校行事や地
域行事の変更を余儀なくされました。そのような中、地域の
皆さんを元気づける目的ではじまった池島小学校の子ども
たちによる「～ 未来につなぐ～池島にこにこプロジェク
ト」。プロジェクトの最大のイベントとして、株式会社タケナ
カの協力のもとプロジェクションマッピングを実施します。

大阪マラソンに向け、区内全域で取り組む一斉清掃活動
です。全国から集まったランナーが港区内を駆け抜けま
す。わがまち港区をキレイにしよう！
を合言葉に、清掃活動にご協力い
ただける企業や団体を募集します。

池島小学校でプロジェクション
マッピングを実施します
池島小学校でプロジェクション
マッピングを実施します

港税務署の申告書作成会場は
港産業会館です
港税務署の申告書作成会場は
港産業会館です

※宛名に大正・港オープンファクトリ―係とご記入ください

問
合
せ

港税務署 6572-3901（代表）
※問合せ可能日、可能時間 
　平日 8時30分～17時 祝日を除く

※ご利用方法等についてはお電話でお問合せください

問
合
せ

西部環境事業センター
（〒551-0013 大正区小林西1-20-29）
6552-0901 6552-1130

※問合せ可能日、可能時間 月曜～土曜日 8時30分～17時

【各種申込時の必要事項】　イベント名、郵便番号、住所、氏名（ふりがな）、年齢（学年）、電話番号（FAX番号）、往復ハガキの場合は返信用宛先

［　　 ］広報〈2022/No.308〉1月号
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