
西成区保健福祉センター 地域保健活動 

電話：６６５９－９９６８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

つどいの広場 せいか   
電話：４３９８－５３２６ 

(10:00～15:00) 
◆手作り講座 ＜親子写真のクリスマスリース＞ 

日 時：11 月 8 日(火)､9 日(水)､10 日(木)､ 

15 日(火)､16 日(水)､18 日(金) 各 10:00～11:30 

☆参加予約が必要 10 月 25 日(火)から受付(*) 各 4 組ずつ 

◆食育講座 ＜離乳食・幼児食のおはなし＞ 

西成区保健福祉センターの栄養士さんにきていただきます。 

 日 時：11 月 30 日(水)10：30～11：30 

☆参加予約が必要 11 月 16 日(水)から受付(*) 7 組まで 

感触あそび ＜手型をぺったん＞ 

日 時：12 月 6 日(火)､7 日(水)､8 日(木)10:00～11:30 

☆参加予約が必要 11 月 24 日(木)から受付(*)各 4 組ずつ 

(*)予約の受付は来所か電話で、平日 10:00～15:00 です。 

◆クリスマス体験ｄａｙ＜クリスマスソングで楽器遊びなど＞ 

日 時：12 月 21 日(水)～23 日(金) 11：20～11：50 

通常のあそびの時間の中で行います。参加予約はいりません。 

★11 月末まで建物の外壁工事をしていますが、利用できます。 

 

西成区子ども・子育てプラザ 
 電話：６６５８－４５２８ 

(9:00～17:00) 
★パパとあそぼう！(クレオ大阪子育て館共催講座)＊申込受付中 

❤こどもをワクワクさせるあそびのヒントがいっぱい！❤ 

♪日 時：11 月 20 日(日)10:00～11:30 

♪講 師：ト田真一郎さん(常磐会短期大学幼児教育科教授) 

♪対 象：乳幼児とおとうさん先着 10 組 ♪参加費：無料 

★ヨーグルトセミナー ＊申込受付中 

❤ヨーグルトの力でおいしく健康に❣ 

お土産付きミニセミナーです❤ 

♪日 時：11 月 17 日(木)10:30～11:00 

♪講 師：(株)明治 管理栄養士 

♪対 象：乳幼児と保護者先着 8 組  ♪参加費：無料 

★クリスマスの飾りづくり ＊11 月 15 日より申込み受付 

❤プラザの庭で育ったハーブを使って 

オーナメントを作りましょう❤  

♪日 時：12 月 6 日(火)10:00～11:30 

♪対 象：乳幼児の保護者先着６組   

♪参加費：300 円      
 

絵本紹介  
『しょうぼうしのくまさん』 

フィービ・ウォージントン、オリバー・ウィリアム

ス/さく・え こみやゆう/やく   福音館書店 

 

消防士のくまさんは、毎朝消防車のかねがなるか点

検します。今日は木から降りられないねこを助けに

行き、火事を消しに行って帰ってきました。親しみ

やすい絵とやさしい文章で、くまさんの一日がてい

ねいに描かれ、幼い子の気持ちをひきつけます。長

く愛されてきた、仕事をするくまさんシリーズの一

冊です。 

   
 
 
 
 

 
 
 
 

 

西成区子育て情報 LINE 配信中！ 
 
西成区役所保健福祉課（子育て支援）では、LINE で 
子育てに関する情報の発信を行っています。 
 
●ID から友だち登録 
@110opgon 
 
●二次元コードから友だち登録 
 
●画像をタップして友だち登録 
（スマートフォンでご覧の方のみ） 
 
 
 
 
 
 

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➀の時間帯は赤ちゃん広場(１歳３か月未満対象)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…８名 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】11 月 9 日・12 月 14 日・1 月 11 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。 

◎１歳 親子教室 (保健師の話、栄養士の話、おもちゃ作り などです。) 
【対象】1 歳の子どもと保護者 
【日時】11 月１０日・17 日・24 日 (全木曜 連続 3 回) 10:00～11:30 
【申し込み】10 月 11 日(火)～ 

●牛乳パックのイス作り（１ℓの紙ﾊﾟｯｸを使ってｲｽ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】12 月１日・8 日 (全木曜日 連続 2 回) 10:00～11:30 
【申し込み】10 月 31 日(月)～【持ち物】布(詳しくは申込時にお知らせします。) 

●おたのしみ会 (楽しい出しものや制作もあります♥) 
【対象】概ね 3 歳未満の子どもと保護者 
【日時】1２月 15 日 (木) 10:00～11:30 
【申し込み】11 月 14 日(月)～ 

◎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】0～1 歳未満の子どもと保護者 
【日時】令和 5 年 1 月 19 日･26 日･2 月 2 日 (全木曜 連続 3 回) 

 10:00～11:30   【申し込み】1２月 1９日(月)～ 
※親子教室及び講座は、電話または来館にてお申し込みください。 
※開催日及び内容は中止も含めて変更する場合があります。 
※来館する際には、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） 

◆11/6(日)・23(水)◆12/18(日)・30(金) 

★はぎ食堂(食材配布)…18：00～（親子無料） 

  ◆１１/17（木）◆12/1（木）・15（木） 

※こども食堂利用の方は、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。夏休み等長期休
暇中の平日は 10 時から開いてます♪ 
〔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) 
※11.12 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。 
2022 年 11 月は 2 日・16 日、12 月は 
7 日・21 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 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） 

11 月 10（木）・12 月８日（木） 

★橘（ふれあい子育てサロン） 

11 月９日（水）・12 月 14 日（水） 

★岸里（ふれあい子育てサロン） 

11 月 18 日(金)・12 月 15 日(木) 

★今宮（よちよちクラブ） 

11 月 26 日(土)・１２月はお休み 

🏡 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（毎月第 4 木曜日） 
日時   １１月 2４日 １２月 2２日 

いずれも 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  

〇おたのしみ会（毎週土曜日） 15：00～15：30 
日時 １１月５日・１２日・１９日 

    １２月３日・１０日・１７日・２４日  
場所 西成図書館 絵本コーナー 対象 幼児、児童 

〇るんるん絵本のひろば 
 日時 １１月３日（木曜日・祝日） 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３０名 
 
 

 

 

 

♪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！ 
 
♪秋のウォーキングレッスン♪ 
＊プロのモデルさんによるウォーキングレッスンです✨ 
＊11 月 18 日（金）10:00～12:00＠西成区子ども・子育てプラザ 
＊講師：アリアさん すっきりと美しい身のこなしをマスターしましょう♪ 
＊先着５組  申込受付は 10 月 28 日（金）から開始します☆ 
 
♪冬コーデにプラス 上品に可愛くなるパールアクセサリ―講座♪ 
＊軽くてかわいいコットンパールを使ってイヤリングやピアスをハンドメイド✨ 
＊12 月 16 日（金）10:00～12:00＠こどもの里 
＊講師：西川 千尋さん 冬コーデには華やかなパールアクセが重宝します♪ 
＊先着 6 組  申込受付は随時。12 月 9 日に締め切ります☆ 

  
※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) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
※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♪ 

 

 

インフルエンザを予防しよう！ 

インフルエンザワクチンの接種は、13 歳未満の方

は、２回接種です。ワクチン接種に加え、周囲の大

人たちが手洗いや咳エチケットを徹底することや、

流行時期は人が集まる場所に行かないようにするな

どが大切です。 

症状 38 度以上の急激な高熱 

頭痛・関節痛、筋肉痛 

などの症状が現れます 

【予防】 

㋮スクをして 

㋒がい 

㋢あらいで 

季節性インフルエンザは 12 月～３月ごろに流行し

ます。感染力が強く、感染した人のせきやくしゃみ

などによってウイルスが飛び散り、それを吸い込む

ことによって感染します。 

 
 


