西成子育て支援センター(松之宮保育所内)
電話 ６５６２－６３０８

つどいの広場 すまいる
電話：０８０－９１２０－５６１３

(9:30～12:00・13:00～15:30)

(10:00～15:00)

★あそびの広場★
利用時間 ①9:30～12:00 ②13:00～15:30
利用前に希望する時間帯の予約をしてください。

★あかちゃん広場★

～１歳３か月未満のお子様が対象です。
令和 3 年４月よりあかちゃん広場が毎週火曜の午前の開催にかわります。

★ブックスタート★
令和 3 年４月よりﾌﾞｯｸｽﾀｰﾄは毎月第 3 火曜日の午前にかわります。
時 間：11:00～11:30 ※事前予約が必要です！

♪おたのしみ会♪みんなで楽しいひと時を過ごしましょう。

☆すまいるの日☆(月１回講座や手作りをしています)
＊3・4 月は簡単な手作りを予定しています。
詳しくはお問い合わせください。
日時：第 1・2 火曜日・第 3 木曜日 10:00～12:00
対象：よちよち歩きの赤ちゃんまで
＊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
3 月 10 日、4 月 14 日です。

時：3 月 11 日(木) 11:15～11:45
(※利用時間①の時間帯に開催します)
対
象：おおむね３歳未満の子どもと保護者(先着６組)
申し込み：申込み受付中
手作りこいのぼりを作ってみませんか？
日
時：４月２２日(木) 10:00～11:30
対
象：おおむね３歳未満の子どもと保護者(先着６組)
申し込み：４月１日(木)～

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！
★♪あげちゃおう！もらっちゃおう！♪
＊春物中心で実施します👕コロナ禍のため、詳細はお問合せください。
＊3 月 19 日(金)10:00 より受付順・時間指定となります。
＊先着 10 組 ＊参加費無料 ＊2 月 26 日(金)受付開始です。
★♪ちょこっと作ろう♪～トランスパレントペーパーを使った飾りづくり～
＊透き通るおりがみを使って、素敵なかざりを作りましょう💎
＊4 月 16 日(金)10:30～12:00 頃まで
＊先着 5 組 ＊参加費 100 円 ＊3 月 26 日(金)受付開始です。
😊いずれも＜西成区子ども・子育てプラザ＞にて実施します😊
※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)

～ときどき編集記～
★お子さんをお預かりします。事前登録が必要になります。
＊詳しくは各施設にお問い合わせください。

☆休日保育☆
●対象→保育認定を受けて、保育所・認定
保育園等に入所しているこども

・松之宮保育所 (休日保育)
旭 2-7-17
☎6567-3460

☆一時預かり☆
●対象→主に保育所等に通っていない
小学校就学前の子ども

・松之宮保育所
旭 2-7-17
☎6562-6308
・玉出東保育園
玉出東 1-6-6 ☎6653-6700

☆病児・病後児保育☆
●対象→0 歳～小学校 6 年生
・まつぼっくり (病児保育)
松 2-1-35
☎6656-6105
●対象→6 ヶ月～小学校就学前の子ども
・松之宮保育所 (病後児保育)
旭 2-7-17
☎6567-3460

○おたのしみ会 春の特別版 読み聞かせなどお楽しみいっぱい
日時 3 月 23 日(火) 11:00～11:45
場所 西成区民センター 会議室 2-1
○乳幼児向け おはなし広場“すくすく”
日時 3 月 25 日(木) 11:00～11:30
場所 西成図書館 絵本コーナー

読み聞かせや手遊び

○おたのしみ会(毎週水曜日) 読み聞かせや紙芝居ほか
日時 3 月 3・10・17・24・31 日
15:30～16:00
場所 西成図書館 絵本コーナー

西成区子ども・子育てプラザ
電話：６６５８－４５２８
(9:00～17:00)
★えいごであそぼう！ ＊申込み受付中
❤おやこで楽しくあそびながら、えいごと仲良しになっちゃおう❤
♪日 時：3 月 4 日(木)10:30～11:00
♪対 象：乳幼児と保護者先着 5 組
♪参加費：無料
★わんぱくランド ＊3 月は申込み受付中・4 月は 3 月 23 日より申込み受付
❤広～い体育館で思いっきりあそびましょう❤
♪日 時：3 月 12 日(金)、4 月 6 日(火)
9:30～11:00
♪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 ＊申込み受付中
❤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：3 月 18 日(木)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 円)

4 月 14 日(水)・・橘ふれあいサロン
＊上記開催日で保健師による身体測定、
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す。

♥第 4 土曜日もあいています(10:00～15:00)
※すまいるの利用について※
先着４組の３部制。消毒・掃除・換気をしています。
①10:00～11:30②12:00～13:00③13:30～14:30

つどいの広場 せいか
電話：４３９８－５３２６
(10:00～15:00)

※あそびの広場及びすべての講座・教室は電話または来館にてお申し込みください。

西成図書館
電話：６６５９－２３４６

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
す。
状況により、変更・中止になる事もありま
すので、利用前にお問合せください。

☆あかちゃん広場☆

日

♪こいのぼり講座♪

子育てサロン
電話：６６５９－９８７２

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。
①10:00～11:30 ②12:00～13:00 ③13:30～15:00
予約などについて、詳しくはお問い合わせください。
◆

えほんウィーク

参加自由の

今池こどもの家
電話：６６３２－７０２０

◆

広場にある絵本を毎日、各回入れ替えで展示。
自由に手に取って、読んであげてくださいね。
期 間：3 月 15 日(月)～19 日(金)
◆

★さとキッチン＠こどもの里…昼食月 2 回程度開催
3 月 14(日)・27 日(土)・4 月 11(日)・24 日(土)
★はぎ食堂(お弁当)…こどもの里にて配布します。
3 月 4・18 日・4 月 1・15 日
いずれも木曜日
※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。

手作り講座

～こいのぼりを作ろう～

◆

時：4 月 20 日(火)①・②・③(*)、21 日(水) ①・②(*)
22 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。

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〕

日

◇

予約制プログラムを予定しています ◇
日にち：３月３日(水)〔予約した方のみの利用となります〕
時間、内容等、詳細は決まりしだい広場でお知らせします。

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、現在は完全予約制でお弁当をお渡
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
『あんたがたどこさ(おかあさんと子どものあ
そびうた)』
ましま せつこ/絵 こぐま社
子どもの手あそび歌、かぞえ歌、大人が遊んであ
げるわらべうたが、ほっこりする絵で描かれていま
す。子守歌から、大きい子の外あそび歌まで入って
いるので、長く楽しめます。千代紙風の模様が表紙
の内側にもデザインされた、ちょっとおしゃれな絵
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♪

麻しん風しん（ＭＲ）の予防接種で
予防しましょう！！
～風疹にご注意ください～
風しんは、せきやくしゃみに含まれる風疹ウイル
スの感染によっておこる病気です。軽いかぜ症状
ではじまり、発熱、発しん、耳のうしろのリンパ節
の腫れなどが主症状です。
麻しんと風しんは、予防接種の効果が高い病気
です。定期接種対象年齢になったら忘れずに受け
ましょう。
１期：１歳～２歳の誕生日の前日まで
２期：小学校就学前１年間(年長児期)

