
※新型コロナウイルス感染症の影響により、変更・中止となる場合がありますので、お問い合わせください。区 ＝区役所
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10時30分～11時30分
対象
日時

0歳から就学前のお子さんと保護者

　浪速区では、地域のボランティアが中心となって運
営する子育てサロンがあります。お子さんと保護者が
自由に参加できます。

日東子育てサロンは10時～11時
敷津子育てサロンは10時～11時30分

TEL 6636-6027問合 浪速区社会福祉協議会

※新型コロナウイルス感染症の影響により、変更・中止と
　なる場合がありますので、お問い合わせください。

日時

TEL 6643-0694

TEL 6636-6027申込 浪速区社会福祉協議会
定員 7組（先着）

要予約

TEL 6636-6027申込

要予約

浪速区社会福祉協議会

日東子育てサロン

定員 13組（先着）

要予約

定員 5組（先着）

毎月第3金曜日
場所

日時 毎月第4金曜日
場所

日時 毎月第1火曜日

塩草子育てサロン「にこにこ」
日時 毎月第2土曜日

敷津子育てサロン「ぽんぽこ」

日時 毎月第4土曜日
場所

日時 毎月第2水曜日
場所

日時 毎月第1金曜日
場所

大国子育てサロン「ひまわり」

浪速子育てサロン「さくらんぼ」　

幸町子育てサロン「しあわせ」要予約

難波元町子育てサロン「まんまる    はうす」

子育てサロン
～地域のつどいの場～ 無料

問合
TEL 6647-9895 6644-1937FAX

区     保健福祉課（子育て支援室）

浪速区子ども・子育てプラザ（下寺2-2-12）

浪速南公園集会所（浪速東3-8）

高岸公園老人憩の家（敷津東3-9-37）

幸町会館2階（幸町3-1-25）

浪速スポーツセンター 1階（難波中3-8-8）

無料保育所・幼稚園をお探しの方に

対象 おおむね3歳までのお子さんと保護者

　地域の子育て支援施設（保育所・幼稚園）などの情
報を提供します。

講師 利用者支援専門員
申込

TEL 6647-9895 FAX 6644-1937
区問合      保健福祉課（子育て支援室）
来所または電話にて受け付け/予約優先

9月29日（木） 6643-0694浪速区子ども・子育てプラザ

080-3788-04539月13日（火） つどいのひろば（区役所4階）

日 時 場 所 連絡先 TEL

6562-0007つどいの広場小田町9月12日（月）

4392-8480浪速子育て支援センター9月9日（金）

未就園児園庭開放について
「園庭で遊ぼう」（雨天は遊戯室で実施）

●大阪市立立葉幼稚園「なかよしデー」　

6561-7397TEL

 9月7日（水）9時30分～10時30分
来園受け付け：9時30分～ 9時40分

日時

立葉幼稚園園庭（桜川4-8-21）場所
20世帯（先着）定員

申込 2週間前から電話にて受け付け
※問い合わせ可能時間：10時～16時

●大阪市立日東幼稚園「こぐまクラブ」

6641-0214TEL

浪速区公立幼稚園です！

★2園とも、クラスの定員に空きがある場合があります。
途中入園などは、各園にお問い合わせください。

9月5日（月）10時～11時10分
来園受け付け：10時～10時10分

日時

日東幼稚園園庭（日本橋東3-2-9）場所

※詳しくは、各幼稚園のホームページもご覧ください。新型コロナ
ウイルス感染症の状況により内容を変更する場合があります。

無料
保育所（園）園庭開放
「保育所であそぼう」
　保育所・保育園ってどんなところかな？
　まだまだ先だけど…入所入園を考えているお子さ
んとその保護者の方、ぜひ遊びにいってみませんか？
対象 0歳から就学前のお子さんと保護者

申込 来所（園）にて受け付け
「なんばサンフレンズ保育園」は電話予約も可
「桜川保育園」「AIAI MINI 桜川」は電話予約のみ

※新型コロナウイルス感染症の影響により、
　変更・中止になる場合があります。ご利用前に連絡してください。

問合 各保育所

こぐまの森日本橋園 6644-1355
9月9日（金）・16日（金）・
20日（火）・30日（金）

9月22日（木） AIAI MINI 桜川 6556-7791

桜川保育園9月28日（水） 4393-8507
浪速さくら保育園

あったかスマイル･
なにわ

9月16日（金） 6562-7711

6563-97559月20日（火）

愛染橋保育園  6632-56409月14日（水）・28日（水）
9月13日（火）・27日（火）大国保育園 6649-6182

浪速第1保育所

なんばサンフレンズ
保育園 6616-95059月20日（火）

広田保育所 
9月13日（火） 6568-1901 

6641-69429月16日（金） 

日 時 場 所 連絡先 TEL

　ふれあい遊び、絵本の読み聞かせなどを行いなが
ら、絵本の楽しさなどをお話しします。本を通して親子
で楽しい時間を過ごしてみませんか。
対象 1歳までのお子さんと保護者

ブックスタート 無料

申込 来館または電話にて受け付け（各施設にて）

つどいの広場
小田町
浪速区子ども・
子育てプラザ
つどいのひろば
（区役所4階）
浪速子育て
支援センター

日 時 場 所

6562-0007

6643-0694

4392-8480

080-3788-0453

連絡先 TEL

9月14日（水）
13時30分～14時
9月9日（金）・25日（日）
11時～11時30分
9月20日（火）
11時～11時30分
9月27日（火）
13時30分～14時

20世帯（先着）定員
申込 2週間前から電話にて受け付け

子育てサロン
開催について

場所 大国集会所（大国3-10-22）

場所 塩草老人憩の家（塩草1-4-3）

※問い合わせ可能時間：10時～16時

　「折り紙は苦手」という方も大歓迎。職員が丁寧に
ゆったりとお教えいたします。もちろんお子さんは同
じ室内で他の職員と過ごしています。安心して子ども
時代を思い出して没頭してくださいね。

わくわく教室「折り紙制作」

日時 10月13日（木）10時15分～
場所 浪速子育て支援センター

おおむね3歳までのお子さんと保護者対象

定員 6組予定
申込 来館または電話にて受け付け

予約開始：9月12日（月）～
TEL 4392-8480FAX

　同じ年齢のお子さんと保護者の方が集って楽しく過
ごせる場になるように、初めての方でもお気軽に参加し
てみてください。栄養士の食育講座や、おもちゃを作っ
たり体を動かしてみたりと楽しく過ごしましょう。

０歳親子教室 無料

日時 9月22日（木）・29日（木）、10月6日（木）
（毎週木曜３回連続） 10時15分～11時30分

場所 浪速子育て支援センター

0歳のお子さんと保護者対象

申込 来館または電話にて受け付け
定員 6組予定

TEL 4392-8480FAX

無料

　イヤイヤ期の対応、食事についてなど、子育てに関
する悩みなどを子育て支援室に相談できます。

子育て相談

日時 9月7日（水）10時30分～12時
10月5日（水）13時30分～16時

場所 つどいのひろば（区役所4階）

おおむね3歳までのお子さんと保護者対象

申込 先着順

無料

TEL 6647-9895 FAX 6644-1937
区問合      保健福祉課（子育て支援室）

日時 9月6日（火）10時30分～11時30分
場所 立葉町公園

おおむね3歳までのお子さんと保護者対象

持物 帽子、水筒

TEL 6647-9895 FAX 6644-1937
区問合      保健福祉課（子育て支援室）

　今年は公園で開催します！シャボン玉・大型絵本読
み聞かせ・ふれあいあそびなどを実施しますので、近
くのみんな、遊びに来てね。

なにわっ子フェスタ 無料 予約不要

　敬老の日にプレゼントしませんか？

スクラップブッキング
制作

日時 9月16日（金）午前の部 10時30分～
　　　　　  午後の部 13時30分～

3カ月～3歳までの乳幼児とその保護者

場所 つどいのひろば（区役所4階）
各10組（当日先着順）定員

対象

TEL 080-3788-0453（直通）

無料 予約不要

お父さん、お母さんといっしょに
楽しくからだを動かそう
　ベビービクス＆ママヨガで楽しく体を動かそう。
　ベビービクスは、保護者が赤ちゃんと一緒に行える
ベビーエクササイズです。
　ママヨガは、お父さんも参加できる、保護者と赤ちゃ
んが一緒に楽しめるヨガプログラムです。

日時 9月25日（日）10時～12時
●10時30分～ 11時　ベビービクス
ベビーが主役のプログラムです
●11時15分～ 11時45分　ママヨガ
ママまたはパパが主役で子どもと一緒に
体を動かします

0歳～おおむね3歳までのお子さんと保護者

場所 つどいのひろば（区役所4階） 各10組定員
来館または電話にて受け付け
予約期間：～ 9月16日（金）

申込

対象

TEL 080-3788-0453（直通）

無料 要予約

来館または電話にて受け付け（先着順）申込
浪速区子ども・子育てプラザ（下寺2-2-12）問合

TEL 6643-0694

講師 プラザスタッフ

　1日2回、絵本の読み聞かせや手遊びを行っています！
（都合により、変更になる場合があります）

日時 午前の部 11時30分～11時40分
午後の部 14時15分～14時25分

場所 浪速区子ども・子育てプラザ軽運動室
持物 お茶やお水などの水分補給できるもの

動きやすい服装でお越しください

対象 0歳から就学前の乳幼児と保護者

にこにこタイム

浪速区子ども・
子育てプラザ
ホームページ

無料


