
淀川区役所　子育て支援室 十三東2-2-3 6308-9939 9:00～17:30 土日祝

淀川図書館 新北野1-10-14 6305-2346  月・第3木

淀川区子ども・子育てプラザ 新高1-11-19 6395-6420 9:00～17:00 月祝

子育て支援センター  6390-8315 9:00～16:00 土日祝

淀川ベビー保育園支援センター“子育てぽっぽ” 十三元今里1-6-13 6309-6911 10:00～15:00 土日祝

淀川ベビー保育園つどいの広場“子育てぽっぽ” 東三国3-1-6南102 6393-6543 10:00～15:00 金土日祝

つどいの広場かしま  6309-6757 9:00～12:00　13:30～15:30 土日祝

つどいの広場育児＆育自“この指と～まれ！”三津屋 三津屋中1-4-29 050-1505-8627 月～木 11:00～16:00　金 10:00～16:00 土日祝

児童家庭支援センター博愛社 十三元今里3-1-72 6301-0375 9:00～18:00 年中無休

社会福祉協議会（子育てサロンの問合せ） 三国本町2-14-3 6394-2900 9:00～17:30 日祝

問い合わせ先　★印は要予約〈各施設にお問い合わせ下さい〉

園庭開放をしている保育所（園）幼稚園の問い合わせ先  ★印は要予約〈各施設にお問い合わせ下さい〉
加島第1保育所 6309-3090

十三保育所 6301-6479

三国保育所 6391-5040

木川第1保育所 6303-5018

木川第2保育所 6393-4171

塚本くすのき保育園 6301-4710

西加島保育所 6309-2022

愛光保育園 6303-4767

かぐはし保育園 6308-7570

ミード保育園 6309-7121

新東三国保育園 6392-3215

博愛社保育園 6302-3405

つくしんぼ保育園 6398-6691

ふたばこども園 6308-0956

新高幼稚園 6391-0404

田川幼稚園 6301-1809

西中島幼稚園 6301-4772

アケミ幼稚園 6302-6878

ひかり幼稚園 6301-6288

みくにひじり幼稚園 6392-2525

みくにひじり保育園 6392-2526

加島1-32-17
加島第1保育所内

西中島7-14-41
西中島幼稚園内

名　称 所在地 電話番号 問合せ時間 休み

 火～金 10:00～19:00
 土・日・祝休日・（7/21～8/31の）月 10:00～17:00
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◯保

◯保

◯保

◯幼

◯保

◯保 ◯幼

◯保

◯保

◯保

◯保

◯幼
◯保

◯保

◯幼

◯保

◯保

◯保

◯幼
◯保

◯保

◯保

◯保

◯幼

◯保

◯保

◯幼
◯幼

◯保

◯保

◯保

◯幼
◯保 ◯保
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子育て支援センター
（★1歳児親子教室）

この指と～まれ三津屋
（★ブックスタート）

淀川区子ども・子育てプラザ
（絵本展～7/4）

つどいの広場かしま
（★１歳児親子教室　　
「おもちゃ作り」）
新東三国◯保
（園庭・室内遊び）
子育てサロン
（木川・新北野）
この指と～まれ三津屋
（★リトミック）

つどいの広場かしま
（PM赤ちゃんひろば）

この指と～まれ三津屋
（ティールーム・ベビータイム）

淀川ベビー◯保支援センター
（おはなしぽっぽ）

図書館
（おたのしみ会）

この指と～まれ三津屋
（七夕まつり）

児童家庭支援センター博愛社
（赤ちゃん広場AM0歳／
PMフリー）

淀川ベビー◯保ひろば
（ぽっぽdeあそぼう）

つどいの広場かしま
（PM赤ちゃんひろば）

新高◯保（新高ランド）

子育てサロン
（木川南・十三）

図書館（ぴよぴよのへや）
子育て支援センター
（★1歳児親子教室）

みくにひじり◯保
（★お水ジャブジャブ）

この指と～まれ三津屋
（★英語で遊ぼ！）

田川◯幼（ふれあい遊びデー）
ふたばこども園
（園庭開放）

つくしんぼ◯保（室内遊び）

つどいの広場かしま
（★１歳児親子教室　　
「栄養士の話」）

十三◯保
（水あそびをしよう）

塚本くすのき◯保
（にこにこ広場）

子育てサロン（西中島）

つどいの広場かしま
（PM赤ちゃんひろば）

淀川区子ども・子育てプラザ
（★ブックスタート）

この指と～まれ三津屋
（ティールーム）

三国◯保
（どろんこや水であそぼう）

淀川ベビー◯保支援センター
（ぽっぽdeあそぼう）

区役所１階
（マタ二ティ・ベビー服展示
提供）

図書館
（おたのしみ会）

児童家庭支援センター博愛社
（★英語教室
『スマイルクラス』）

ひかり◯幼（園庭開放）

みくにひじり◯幼
（園庭開放）

子育てサロン
（新東三国・三津屋）

この指と～まれ西三国
（★ブックスタート）

児童家庭支援センター博愛社
（赤ちゃん広場AM1歳／
PMフリー）

木川第１◯保
（水あそびをしよう）

みくにひじり◯保
（にこにこレインボー講座★
０歳児親子ベビー・ヨガ）

淀川ベビー◯保支援センター
（★ブックスタート）

淀川ベビー◯保ひろば
（ふれあいぽっぽ）

子育てサロン（新高）

子育て支援センター
（★ブックスタート）

つどいの広場かしま
（PM赤ちゃんひろば）

淀川区子ども・子育てプラザ
（★ぴよぴよ組）

子育てサロン
（木川南・野中・塚本）

子育て支援センター
（★1歳児親子教室）

アケミ◯幼
（★みんなで遊ぼう）

加島第１◯保
（いっしょにあそぼ　　　
「絵本の読み聞かせ」）

みくにひじり◯保
（★お水ジャブジャブ）

ミード◯保（園庭開放）

子育てサロン（田川）

つどいの広場かしま
（★１歳児親子教室　　
「図書館館長の話」）

塚本くすのき◯保
（にこにこ広場）

子育てサロン
（東三国・木川）

つどいの広場かしま
（PM赤ちゃんひろば）

この指と～まれ三津屋
（ティールーム・ベビータイム）

淀川ベビー◯保支援センター
（ミニミニ講座：0歳児対象）

愛光◯保（園庭・室内遊び）

子育てサロン（神津）

図書館
（おはなしわんわん・　　
おたのしみ会）

子育てサロン
（宮原・三国・加島）

児童家庭支援センター博愛社
（赤ちゃん広場AM0歳／
PMフリー）

淀川ベビー◯保ひろば
（おはなしぽっぽ）

木川第２◯保（所庭開放）

つどいの広場かしま
（PM赤ちゃんひろば）

田川◯幼（プール開放）

新高◯幼（プール開放）

子育てサロン
（北中島・西三国・木川南）

図書館（ぴよぴよのへや）
子育て支援センター
（★2歳児あそびの講座）

つどいの広場かしま
（AM栄養士来館）

田川◯幼（プール開放）
新高◯幼（プール開放）
ふたばこども園
（園庭開放）

つどいの広場かしま
（AM赤ちゃんひろば★　
ブックスタート）

塚本くすのき◯保
（にこにこ広場）

田川◯幼（プール開放）

西中島◯幼（ふれあいデー）

淀川ベビー◯保ひろば
（★ブックスタート）

つどいの広場かしま
（PM赤ちゃんひろば）

淀川区子ども・子育てプラザ
（★おやこヨガ）

この指と～まれ三津屋
（ティールーム）

西中島◯幼（ふれあいデー）
淀川ベビー◯保支援センター
（お誕生日会、ぽっぽdeランチ）

愛光◯保（園庭・室内遊び）

児童家庭支援センター博愛社
（★英語教室
『スマイルクラス』）

淀川区子ども・子育てプラザ
（おもちゃ病院）

児童家庭支援センター博愛社
（赤ちゃん広場AM1歳/
PMお話会）

淀川区子ども・子育てプラザ
（つどいの広場の日）

この指と～まれ三津屋
（★保育付スクラップブッキング）

淀川ベビー◯保ひろば
（マタニティぽっぽ）

区役所2階子育て支援室
（ゆめちゃんハッピールーム）

つどいの広場かしま
（AM看護師来館・PM赤
ちゃんひろば）

この指と～まれ三津屋
（お誕生会）

子育てサロン（木川南）

つどいの広場かしま
（AMお楽しみ会・PM赤
ちゃんひろば）

この指と～まれ三津屋
（ティールーム）

※諸事情により日程を変更することがあります。
　お気軽にお問い合わせください。


