
 

つどいの広場 せいか   
電話：４３９８－５３２６ 

(10:00～15:00) 

◆子育て家庭の防災講座  

＜今からやろう もしも…?!の備え＞ 

日 時：1 月 25 日(水)10:30～ 

 講 師：橋口風伍さん（社会福祉士、防災士） 

大阪市西成区社会福祉協議会 地域支援担当 

  もしも?!の備えについて クイズやアプリの紹介など 

わかりやすいおはなしです。新聞紙の簡易スリッパ作り 

もあります。お子さまサイズも作ってみましょう。 

◆手作り講座 ＜おひなさまをつくろう＞ 

日 程：2 月 14 日(火)～2 月 17 日(金) 

だれでも簡単にできるように準備して 

います。 

材料がなくなるまで開催しています。 

☆どちらも事前の参加予約はいりません。利用定員内であれば 

参加していただけます。利用の予約は通常通りです。 

 
 

西成区子ども・子育てプラザ 
 電話：６６５８－４５２８ 

(9:00～17:00) 
★おやこビクス ＊申込受付中 

❤ 親子で楽しむかんたんエアロビクス。 

いっぱい動いて寒さを吹き飛ばそう！❤ 

♪日 時：1 月 14 日(土)10:30～11:30 

♪対 象：概ね 2 歳以上の幼児と保護者先着 10 組  

♪参加費：無料 

★音楽とおはなしのコンサート ＊1 月 18 日より申込受付 

❤音楽の生演奏とおはなしのたのしい時間❤ 

♪日 時：2 月 8 日(水)10:30～11:00 

♪講 師：おはなしのおねえさん こまめちゃん 

♪対 象：乳幼児と保護者先着 30 名   

♪参加費：無料 

★わんぱくランド ＊２週間前より申込受付 

❤ひろーい体育館で、おもいっきり遊びましょう！❤  

♪日 時：1/６(金), 19 日(木),  2/1(水), 16 日(木) 

10:00～11:30 

♪対 象：乳幼児と保護者先着 10 組 ♪参加費：無料    
 

絵本紹介  
『ロージーのおさんぽ』 
パット・ハッチンス/さく わたなべしげお/やく 

偕成社 
 
めんどりのロージーをねらって、キツネがそろりとつい

ていきます。キツネはなぜか庭道具にぶつかり、池に落

ち、最後にはハチに追いかけられます。すまし顔のロー

ジーと、うまくいかないキツネの対比が、笑いをさそいま

す。細部まで描きこまれた絵に見る楽しみがあり、黄色と

オレンジ系の画面が印象的な、ユーモラスな絵本です。 

   

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
令和 5 年度 保育所・保育園、二次調整について 
 

令和 4 年 10 月 3 日（月）～10 月 17 日（月）の間に一時 
調整の申し込み受付を行いました。 

 一次調査の結果、利用者数が施設などの受入可能数に満たなかった 
 ので、二次調整を行います。 
 
☆申込受付：令和 5 年 1 月 10 日（火）～2 月 10 日（金） 
 
☆提出先：居住区役所 
 
☆結果通知：令和５年 2 月 28 日（火）発送予定 
 
※詳しくは、こども青少年局のホームページなどでご確認ください。 

 

西成子育て支援センター(松之宮保育所内) 
電話 ６５６２－６３０８ 

★あそびの広場★ ※火曜日①の時間帯は赤ちゃん広場(1 歳 3 か月未満)です。 
利用時間 ①9：30～12：00 ②13：00～15：30 

●‐講座 ☆‐教室 のご案内 ※すべて定員:各８組 先着順（要予約） 
●ミュージック・ケア（だれでも!どこでも!いつでも!楽しめる音楽療法です。） 
【対 象】概ね 3 歳未満の子どもと保護者 
【日 時】1 月 11 日・2 月 8 日・３月８日 (全水曜日)10:15～11:15 
【申し込み】※ﾐｭｰｼﾞｯｸ・ｹｱの申し込みは、各開催日の１か月前からです。 

☆0 歳 親子教室（看護師の話、栄養士の話、おもちゃ作り などです。） 
【対 象】０歳～１歳未満の子どもと保護者 
【日 時】1 月 19 日・26 日・２月２日（全木曜日 連続３回） 

10:00～11:30 【申し込み】令和４年 12 月 19 日（月）～ 
●ヨガ講座（からだを動かしてﾘﾌﾚｯｼｭ!! 保護者の方への応援講座です。） 
【対 象】概ね 3 歳未満の子どもと保護者 
【日 時】2 月 9 日（木）10:00～11:30 
【申し込み】1 月 10 日（火）～ 

●プラバン作り（オリジナルキーホルダーを作ってみませんか？） 
 【対 象】概ね 3 歳未満の子どもと保護者   
【日 時】２月１６日(木) 10:00～11:30 
【申し込み】１月 16 日（月）～ 

 ●おたのしみ会（まもなく保育所や幼稚園に入園されるお友だちもおられます。 

  “元気でね♥”の気持ちを込めてみんなで楽しいひと時を過ごしましょう♪） 
  【対 象】概ね 3 歳未満の子どもと保護者 

【日 時】3 月 16 日(木) 10:00～11:30 
【申し込み】2 月１３日(月)～ 

※講座及び親子教室は、電話または来館にてお申し込みください。 
※開催日、時間、内容などは変更する場合があります。 
※来館する際は、マスクの着用と体調把握のため、自宅で事前に検温をしてからの 
ご利用をお願いいたします。 

 

こどもの里 
電話：６６４５－７７７８ 

 
こどもの里はこども達の遊び場です。利用料
はいりません。 
子育て相談なども随時受け付けております。 
↓↓↓こども食堂デーはこちら↓↓↓ 
★さとキッチン＠こどもの里…12：30～
（親子無料） 

◆1/9(月)、22(日)◆2/11(土)、19(日) 
★はぎ食堂(お弁当配布)…18：00～（親子無
料） 
  ◆1/5（木）.19（木）◆2/2（木） 
※こども食堂利用の方は、なるべく事前予約
をお願いします 

今池こどもの家 
電話：６６３２－７０２０ 

花園町駅前にある児童館です。安心・安全に
過ごせる子どもたちのあそび場で、対象は 0
～18 歳の児童（乳幼児は保護者同伴）です。
難しい登録は不要で利用料は無料です。子育
てや生活に関する相談もお気軽にお問い合わ
せください。 
通常開館は平日 11:00～19:00 土曜日は
10:00～18:00 です。※冬休み等長期休暇中
は開館時間に変動がありますので、ホームペ
ージやお電話にて、ご確認ください。 
〔休館日⇒日・祝・1～2 回の土曜日〕 
●毎週水曜日は誰でも参加できる工作クラブ
の日‼ 
●月 1 回の金曜日は復活‼クッキングクラブ
の日‼ 
(30 円とハンカチを持ってきてください) 
※1.2 月の土曜休館日は未定です 
 

山王こどもセンター 
電話：６６３３－８４１５ 

毎月第１・第３水曜日に永信会館にて、永信
食堂を開催しています。 
2023 年 1 月は 25 日、2 月は１日・１５日
を予定しています。しかし、予定変更の可能
性もあります。 
予約制となりますので、ご希望の方は山王こ
どもセンターまで連絡をお願い致します。 
また、現在センター建て替え工事のために、
住所変更しています。 
新住所→西成区山王 2-8-4(2023 年 7 月ま
で)です。 

子育てサロン 

電話：６６５９－９８７２ 
 

🏡 開催予定のサロン 🏡 

★天下茶屋（ひよこクラブ） 

１月おやすみ・2 月 2 日（木） 

★橘（ふれあい子育てサロン） 

1 月 11 日（水）・2 月 8 日（水） 

★岸里（ふれあい子育てサロン） 

1 月 19 日(木)・2 月 16 日(木) 

★今宮（よちよちクラブ） 

1 月おやすみ・２月 25 日（土） 

 

🏡 おやすみのサロン 🏡 

千本・玉出・南津守 
 

★☆★地域の会館などで、地区民生委員児童委員 

協議会・諸団体・ボランティアの方々のご協力

により、開催しています。スタッフの皆様が、

温かく迎えてくださいますよ😊★☆★ 

 

 

 

西成図書館 

電話：６６５９－２３４６  

事前に電話または来館でお申込みください。 

新型コロナウイルス対策のため、中止となる場合があります。 

 
〇おたのしみ会 冬の特別版  
 日時 １月２４日（火曜日） 11：00～11：４５ 
 場所 西成区民センター会議室 ２－１ 
 対象 幼児、児童 事前申込 先着２０名 
〇おたのしみ会（土曜日） 15：00～15：30 
日時 １月７日・１４日・２１日 

    ２月４日・１１日・１８日・２５日  
場所 西成図書館 絵本コーナー  

 対象 幼児、児童 
〇乳幼児向け おはなし広場“すくすく” 
絵本の読み聞かせや、手遊びなど 
日時   ２月 2３日（木曜日・祝日）11：00～11：30 
場所   西成図書館 絵本コーナー 
対象   乳幼児（０～３歳）とその保護者  

 
西成区保健福祉センター 地域保健活動 

電話：６６５９－９９６８ 

ノロウイルスによる感染性胃腸炎に注意！ 

ノロウイルスは感染力が非常に強く、食品や人の手

を介して感染し、急性胃腸炎を引き起こします。 

【主な症状】おう吐・下痢・腹痛・ 

      微熱（１～２日程度続く） 

【潜伏期間】通常 24～28 時間 

【感染経路】食品からの感染と人からの感染があります。

人からの感染はおう吐物、便等を介した感染

です。ノロウイルスは症状がなくなっても 

１週間程度は便の中に排出されます。 

 

 
【予防】せっけん、流水でしっかり洗いおう吐物等で 

汚れた場所は、塩素系消毒剤で消毒しましょう！！ 

 

 

♪ぴよちゃんネットでつながりづくり♪＜イベントのご案内＞ 
ぴよちゃんネットでは、親子で楽しめる様々なｲﾍﾞﾝﾄを企画・実施中です！！ 
 
 
♪心とからだをゆるめて深呼吸♪ 
☆ゆっくり呼吸をしながら、身体と気持ちをリラックスさせましょう☆ 
＊1 月２０日（金）10:00～1１:３0＠西成区子ども・子育てプラザ 
＊講師：植田るみ子さん 香港呉式太極拳講師/英国式リフレクソロジスト✨ 
＊先着６組  申込受付は 1２月２３日（金）から開始します！ 
 
♪かんたんおいしいパンづくり講座♪ 
☆なかなかできなかった食のワークショップをついに実施！！ 
 おうちでできる手づくりパン☆みんなで楽しく作りましょう☆ 
＊2 月 1７日（金）10:00～12:00＠こどもの里 
＊講師：山中智恵さん ～子育て真っ最中のママ先生です✨～ 
＊先着 6 組  申込受付は 1 月 27 日（金）から開始します！ 

 
↓お申し込み・お問い合わせ↓ 

  こどもの里(06-6645-7778) または 西成区子ども・子育てプラザ(06-6658-4528) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

西成図書館司書 
お勧めの、絵本を紹
介いたします。 
図書館で貸し出し中
です。 
是非ご覧ください♪ 

 

 

 

 
 

 

 
制作もあるよ 


