西成子育て支援センター(松之宮保育所内)
電話 ６５６２－６３０８

(10:00～15:00)

(10:00～12:00・13:00～16:00)

☆すまいるの日☆(月１回講座や手作りをしています)

★あそびの広場★
利用時間 ①9:30～12:00 ②13:00～15:30
※利用前に希望する日時を電話または来館にて申し込みをしてください。

★赤ちゃん広場★ 1 歳 3 か月未満のお子様が対象です!
※令和 3 年 4 月より毎週火曜午前の開催になりました。申し込み上記同様。

♪にこにこクラブ♪（1 歳親子教室）
同じ年齢のお子さんとおうちの皆さんで一緒に遊びましょう♥

【対 象】：1 歳の子どもと保護者
【定 員】：先着６組
【日 時】：5 月 13 日・20 日・27 日（全木曜） ※連続 3 回
10:00～11:30
【申し込み】：4 月 12 日（月）～
♪よちよちクラブ♪（０歳親子教室）
同じ年齢のお子さんとおうちの皆さんで一緒に遊びましょう♥

【対 象】：0 歳の子どもと保護者
【定 員】：先着 6 組
【日 時】：6 月 17 日・24 日 7 月１日（全木曜） ※連続 3 回
10:00～11:30
【申し込み】：5 月 17 日（月）～

♪イスづくり♪
１ℓの空き紙パック(牛乳・ジュースなど)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 【定 員】：先着 6 組
【日 時】：7 月 14 日・21 日（水）
※連続 2 回
10:00～11:30
【もちもの】：１ℓ空き紙パック２２個くらい、布、新聞紙 など
【申し込み】：6 月 14 日（月）～
※詳しくはお問い合わせください。

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。

♪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！

ぴよちゃんネットのイベント
★♪キラ艶メイクアップ講座♪
＊マスクをしててもメイクを楽しもう💄
＊5 月 21 日(金)10:00～
＊参加費無料
★♪あげちゃおう！もらっちゃおう！♪
＊夏物中心で実施します👕 詳細は、お問合せください💛
＊6 月 18 日(金)10:30 から、受付順・時間指定となります。
＊先着 10 組 ＊参加費無料 ＊5 月 28 日（金）受付開始です。
～いずれも＜西成区子ども・子育てプラザ＞で実施します😊～
※お申し込み・お問い合わせ：
こどもの里(6645-7778) または

～ときどき編集記～

西成区子ども・子育てプラザ(6658-4528)

123 号はお休みです。

子育てサロン
電話：６６５９－９８７２

つどいの広場 すまいる
電話：０８０－９１２０－５６１３
※５月簡単な手作り 6 月は保健師来館。
日程など詳しくはお問合せください。

☆あかちゃん広場☆
日時：第 1・2 火曜日・第 3 木曜日
対象：よちよち歩きの赤ちゃんまで

10:00～12:00

※しばらくの間新型コロナ感染予防の為
中止とします。

☆ブックスタート☆
＊来館、及び電話での予約申し込みをお願いします♪
日時：第 2 水曜日 11:00～11:30
５月 12 日、６月９日です。

――――――――――――――――――――――――――――
♥①10:00～11:30
※すまいるのご利用の仕方※
②12:00～13:00
各 先着４組の３部制とし
③13:30～14:30
消毒・掃除・換気をしています。

つどいの広場 せいか
電話：４３９８－５３２６
(10:00～15:00)

②12:00～13:00 ③13:30～15:00

予約についてなど、詳しくはお問い合わせください。

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
５月 27 日 11:00～11:30
６月 24 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

◆ 参加自由の 手づくり講座 ～ 手づくりおもちゃ ～ ◆
日時：5 月 18 日(火)①・②・③(*)、19 日(水) ①・②(*)
20 日(木) ①・②・③(*)
(*)上記時間設定を参照
誰でも簡単に作れるように準備しています。

〇おたのしみ会（毎週土曜日） 読み聞かせ、紙芝居ほか
日時 5 月 1 日・8 日・15 日・22 日・29 日
6 月 5 日・12 日・19 日・26 日
いずれも 15:00～15:30
場所
西成図書館 絵本コーナー
対象
幼児、児童

◆ 講座 歯医者さんに聞く！こどもの歯のおはなし
日時：6 月 24 日(木)10:00～11:00
講師：いしはら歯科医院 いしはらゆうこ先生
こどもの歯の成長や虫歯予防について
わかりやすくお話していただきます。
★5 組まで、6 月 10 日予約開始
受付は開所時間内（10：00～15：00）
詳しくはお問い合わせください。

西成区子ども・子育てプラザ
電話：６６５８－４５２８
(9:00～17:00)
★〈ハーブと野菜〉ハーブスワッグ作り ＊申込受付中
❤ハーブが香るスワッグの作り方・飾り方をマスターしましょう❤
♪日 時：5 月 14 日(金)10:30～12:00
♪対 象：乳幼児の保護者先着 5 組 ★一時保育はありません
♪参加費：300 円
★リトミックであそぼ！ ＊5 月 22 日から申込み受付
❤音を楽しみながら体を動かすリトミックをおやこで体験❤
♪日 時：6 月 12 日(土)10:00～11:00
♪対 象：乳幼児と保護者先着 10 組
♪参加費：無料
★ベビーマッサージ ＊6 月 4 日から申込受付
❤アロマの香りの中で、あかちゃんとゆったりスキンシップ❤
♪日 時：6 月 25 日(金)10:30～12:00
♪対 象：乳児と保護者先着 5 組
♪参加費：無料
♪持ち物：おむつ、バスタオル、オイル
※マッサージオイルは当日ご用意することもできます(￥300)

4橘ふれあい子育てサロン…5
月 14 日(水)・・橘ふれあいサロン
月 12 日(水)
6 月 9 日(水)
＊上記開催日で保健師による身体測定、
天下茶屋ひよこクラブ…6 月 3 日(木)
育児・健康相談を予定しています。
＊問い合わせは上記電話番号へお願いしま
＊上記開催日で保健師による身体測定、育
す。
児・健康相談を予定しています。
＊問合せは上記電話番号へお願いします。

こどもの里
電話：６６４５－７７７８

◆◆ 利用についてのおしらせ ◆◆
◇3 部制、各回 5 組、おとな・こどもあわせて 10 人以内
に制限しています。消毒作業のため､入れ替えです。
①10:00～11:30

新型コロナ感染予防の為、3 月は「橘ふ
れあいサロン」のみの開催予定です。4 月
は未定ですがカレンダーに記載していま
新型コロナ感染予防のため、状況により変
す。
更・中止になることもあります。利用前にお
状況により、変更・中止になる事もありま
問い合わせください。
すので、利用前にお問合せください。

◆

★さとキッチン＠こどもの里…昼食月 2 回程度開催
5 月 5 日(水)・30 日(日)・6 月 6 日(日)・27 日(日)
★はぎ食堂(お弁当)…こどもの里にて配布します。
5 月 20 日(木)・6 月 3 日(木)・17 日(木)
※食事は無料(こども＆保護者)です。申し込みは不要です。
こどもの里は、こども達の遊び場です。
相談も随時承っております。

今池こどもの家
電話：６６３２－７０２０
花園町駅前にある児童館です。登録不要で利用は無料です。
対象は 0～18 歳の児童（乳幼児は保護者同伴）です。安心・
安全に過ごせる子どもたちのあそび場です。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
11:00～19:00 です。〔休館日⇒日・祝〕

山王こどもセンター
電話：６６３３－８４１５
毎月第１・第３水曜日は永信食堂の日です！
新型コロナの影響により≪80 食限定【先着順】≫でお弁当を
お渡ししています。（こども 0 円～、おとな 10 円～のカン
パをお願いしております。）
お渡し時間は 18:00～20:00 の間となります。
コロナ禍で大変な時期ですが、協力し合って乗り越えていき
ましょう！！

西成区保健福祉センター 地域保健活動
電話：６６５９－９９６８

絵本紹介
『どうながのプレッツェル)』
マーガレット・レイ/ぶん 福音館書店
ダックスフントは胴が長ければ長いほど、りっぱな
犬です。ブレッツェルは、ドッグショーで 1 位にな
って大得意ですが・・・
ユーモラスで親しみやすい絵は、青と黄色が印象的
です。幼児でも小学生でも、いっしょに楽しめる物
語絵本です。

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♪

１歳児および年長児は麻しん風しん
（MR）の予防接種を早めに受けましょう
風しんは、風しんウイルスによっておこる発疹性の
感染症です。流行は春先から初夏にかけてです。
麻しん・風しん混合（MR）ワクチンは、お母さん
からの免疫がなくなる生後１２か月以降のなるべく早
い時期に（１期）接種することをおすすめします。
また、１回の接種では免疫のつかない子どもさんが
いるので、小学校就学前の１年間（２期）にも接種を
うけて、免疫を強くしましょう。

１期：生後１２～２４か月未満
２期：小学校就学前１年間
*接種時期を過ぎてしまうと、自己負担になりますの
で、対象の方は忘れずに接種しましょう。

