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)です。
利用時間

①9:30～12:00

(10:00～15:00)

②13:00～15:30

●講座のご案内● ※定員…6 名 先着順(要予約)
●おたのしみ会 （もうすぐ入園されるお子さまも…。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１１日(金)11:15～11:45
【申し込み】2 月 7 日(月)～
●こいのぼり作り （手作りのこいのぼり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】4 月２８日(木)10:00～11:30
【申し込み】4 月１日(金)～
●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】５月１８日(水)10:３0～11:０0
【申し込み】４月１８日(月)～
※あそびの広場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。

西成図書館
電話：６６５９－２３４６

☆すまいるの日☆
３月は簡単手作り予定しています。

詳しくはお問合せください。
☆ブックスタート☆
申込用紙は、3 ヶ月健診の案内状と一緒に同封されて
います(紛失時はお声掛けください。)
＊来館、及び電話での予約申し込みをお願いします♪
3 月 9 日(水) 11:00～11:30
※感染対策として 掃除 換気 消毒 おもちゃの入れ替えを
しています。
「岸里つどいの広場すまいる」は、3 月２８日をもちまして
終了することとなりました。
子ども達の成長の日々を保護者のみなさんと一緒に「すまいる」
で過ごす事ができ とても嬉しくいい思い出になりました。
本当にありがとうございました

つどいの広場 せいか
電話：４３９８－５３２６
(10:00～15:00)

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。

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）
3/20(日)・31(木) 4/17(日)・29(金)
★はぎ食堂(お弁当配布)…18:00～（親子無料）
3/3(木).・17(木) 4/21(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

◆ ミニおたのしみ会 ◆

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
♪なんでもあげちゃおう！もらっちゃおう！♪2 月 25 日(金)受付開始です☆
～恒例の「あげもら」です。今回は、春物中心で実施します。～
＊3 月 18 日(金)①10:30～ ②11:30～
＊西成区子ども・子育てプラザ(梅南 1-2-6)にて
＊子育て中の方：各回 5 名先着順です♪
♪ママをいたわるマッサージ講座♪ 3 月 25 日(金)受付開始です☆
～日頃の家事や育児… そして、長期にわたるコロナへの不安…
いろいろな疲れをいやして、リフレッシュしませんか？～
＊講師：平井 温子さん ＊こどもの里(萩之茶屋 2-3-24)にて
＊4 月 15 日(金)10:00～12:00 子育て中の方：先着 5 組
お子さまは、スタッフとご一緒に遊んでいただきます。
※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。
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 6 年生 まつぼっくり(病児保育) 松 2-1-35 ☎6656-6105
対象：6 か月～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

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子ども
松之宮保育所(休日保育) 旭 2-7-17 ☎6567-3460

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
3 月 24 日 11:00～11:30
4 月 28 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
〇おたのしみ会(毎週土曜日) 読み聞かせ、紙芝居ほか
日時 ３月５日・12 日・19 日・26 日
４月２日・９日・16 日・23 日・30 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

西成区子ども・子育てプラザ
電話：６６５８－４５２８
(9:00～17:00)

親子でたのしく過ごしましょう♪
日

程

3 月 22 日(火)、2３日(水)

★内容や時間、予約についてなど
プログラムに関することは、状況により判断します。
詳細は、決まりしだい広場でご案内します。

今池こどもの家
電話：６６３２－７０２０
花園町駅前にある児童館です。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。通常開館は平日
11:00～19:00 土曜日は 10:00～18:00 です。春休み等長
期休暇中の平日は 10:00 から開いてます♪〔休館日⇒日・祝〕

手作り講座
こいのぼり
参加費無料、予約はいりません。簡単に

山王こどもセンター
電話：６６３３－８４１５

できるように準備しています。参加してね！
日

程

4 月 19 日(火) ～ 22 日(金)

◇◇ 4 月からブックスタートは第 2 金曜日になります ◇◇
4 月 8 日(金)11:00～(詳しくはお問い合わせください｡)

毎月第１・第３水曜日に永信食堂を開催しています。
3 月は 2 日・16 日、4 月は 6 日・20 日を予定しています。
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。

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

麻しん風しん（ＭＲ）の予防接種で

『やさしいたんぽぽ』
★えいごであそぼう！ ＊申込受付中
❤歌やゲームを楽しみながら英語と仲良くなっちゃおう❤
♪日 時：3 月 4 日(金)10:00～10:30
♪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 ＊①３月 3 日～ ②3 月 15 日～申込受付
❤広ーい体育館でおもいっきりあそぼう！❤
♪日 時：①3 月 17 日(木) ②3 月 29 日(火) 9:30～11:00
♪対 象：乳幼児の保護者各回先着 10 組
♪参加費：無料 ★4 月は 8 日・20 日の予定です
★手づくりあそび ＊3 月 8 日～申込み受付
❤小麦粉ねんどであそびましょう！ ❤
♪日 時：3 月 22 日(火)～ 25 日(金)
①9:30～ ②11:30～ ③13:30～
♪対 象：乳幼児と保護者各回先着 5 組
♪参加費：無料

新型コロナ感染予防のため、状況により
新型コロナ感染予防のため、状況に
変更・中止になることもあります。利用前
より変更・中止になることもありま
にお問い合わせください。
す。利用前にお問い合わせください。
・岸里…未定
・橘…3/9 (水)・ 4/13 (水)
・天下茶屋…3/3(木)・4/7(木)
・橘…3/9 (水)・ 4/13 (水)
(10:３0～1２:０0 5 組まで)
・天下茶屋…3/3(木)・4/7(木)
・南津守…4/18(月)
・千本…4/12(火)
・今宮…3/26(土)・4/23(土)
・玉出…4/14(木)・28(木)
・今宮…3/26(土)未定・4/23(土)
*保健師による身体測定、育児・健康
*下線日は、保健師による身体測定、育児・
相談は未定です。
健康相談を予定しています。

こどもの里
電話：６６４５－７７７８

ちょっぴり特別なプログラムで

♪ぴよちゃんネットでつながりづくり♪＜イベントのご案内＞

子育てサロン

つどいの広場 すまいる
電話：０８０－９１２０－５６１３

安房直子/文

南塚直子/絵

予防しましょう！！

小峰書店

女の子が子ネコをだいて、もう日がくれた野原で、
泣いていました。子ネコをすててきなさいと、お母
さんに言われたからです。黄色く光るタンポポが、
女の子と子ネコを温かく照らす、幻想的で印象深い
絵本です。1985 年に出版されていましたが、今回
色あざやかにサイズも少し大きくリニューアルされ
ました。
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♪

～風しんにご注意ください～
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）

