
222 333

図書館（おたのしみ会）
みくにひじり
（園庭開放）
子育てサロン
（新東三国）（三津屋）

区役所 1階
（マタニティー・ベビー服展示提供）
つどいの広場かしま
（PM赤ちゃんひろば）
淀川ベビー　支援センター
（おはなしぽっぽ）
淀川ベビー　ひろば
（★プレママぽっぽ）
この指と～まれ三津屋
（ティールーム・ベビータイム）

淀川区子ども・子育てプラザ
(★おやこヨガ )
ぬくもりのおうちひろば
（★『ママのくつろぎの日』
#11男の子ママ集まれ！）
子育てサロン
（新北野）
（木川：保健師の話 )

かぐはし　（園庭開放）
この指と～まれ三津屋
(★ブックスタート・おはなし会）
博愛社こども園
（園庭開放）

つどいの広場かしま
(PM赤ちゃんひろば )
ひじり　（園庭開放）
ふたばこども園
( 園庭開放 )
子育てサロン
（十三）（木川南）

図書館（おたのしみ会）
みくにひじり
（園庭開放）
子育てサロン
（宮原）（加島）

つどいの広場かしま
(PM赤ちゃんひろば )
淀川ベビー　支援センター
（ぽっぽ deあそぼう）
淀川ベビー　ひろば
（0歳デー）
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　（ひだまり）

この指と～まれ西三国
( 兄弟 OKの日 )

つどいの広場かしま
（AM★ベビーマッサージと
笑いヨガ）
塚本くすのき
（にこにこ広場）
ぬくもりのおうちひろば
(★『ママのくつろぎの日』
#12女の子ママ集まれ！）
この指と～まれ三津屋
（★英語で遊ぼ！）
子育てサロン（西中島）

子育て支援センター
(★2 歳～ 3歳親子教室 )
図書館（ぴよぴよのへや）
みくにひじり
（★ひじり広場：制作）
淀川ベビー　支援センター
(0 歳デー )
新高
（にいたかランド）
この指と～まれ西三国
（新聞プール遊び）
博愛社こども園
（園庭開放）

区役所健康相談
（妊婦教室：歯科栄養編）
（★妊婦歯科健診）
淀川ベビー　ひろば
(おはなしぽっぽ)
児童家庭支援センター博愛社
（赤ちゃん広場 AM/PM）
この指と～まれ三津屋
(保健師のはなし・身長体重測定)
木川第1　（なかよし広場）
子育てサロン（新高）

この指と～まれ西三国
(★ブックスタート・
赤ちゃんの日・身体測定)

この指と～まれ西三国
(兄弟OKの日)

ひかり　（園庭開放）
みくにひじり
（園庭開放）

塚本くすのき
（にこにこ広場）
十三　（あそぼうデー）
西中島
（ふれあいデー）
この指と～まれ西三国
（お誕生会）
子育てサロン
（東三国）（木川）

子育て支援センター
(★2歳～3歳親子教室)
図書館(♪よちよち♪)
みくにひじり
（★ひじり広場：制作）
ミード　(ミード広場)
かぐはし　（園庭開放）
田川　（ふれあい遊びデー）
ぬくもりのおうちひろば
(★ブックスタート )
加島第 1
（いっしょにあそぼ）
子育てサロン ( 田川 )
博愛社こども園
（園庭開放）

つどいの広場かしま
（AM食育相談（栄養士）
PM赤ちゃんひろば）
子育て支援センター
（★ブックスタート）
ひじり　（園庭開放）
西加島　
( いっしょにあそぼ )
子育てサロン
（北中島）（西三国）
（木川南）（野中）

この指と～まれ西三国
(兄弟OKの日)

区役所健康相談
（妊婦教室：子育て編）
淀川ベビー　支援センター
（★ブックスタート）
淀川ベビー　ひろば
（ふれあいぽっぽ）
児童家庭支援センター博愛社
（赤ちゃん広場AM/PM）

つどいの広場かしま
（AMお楽しみ会
  PM赤ちゃんひろば）
淀川ベビー　支援センター
（お誕生日会 , ぽっぽ deランチ）
ぬくもりのおうちひろば
（2月！ﾊｰﾌﾊﾞｰｽﾃﾞｰ＆お誕生日会）
この指と～まれ三津屋
（ティールーム）

みくにひじり
（園庭開放）
ぬくもりのおうちひろば
（★保育園入園前セミナーⅡ）

つどいの広場かしま
（AM★ブックスタート
  AMだっこで絵本）
ふたば未来園
（プレイルーム開放）
淀川ベビー　ひろば
（★ブックスタート）
この指と～まれ西三国
（おはなし会）

つどいの広場かしま
（身体測定）
子育て支援センター
（★3か月～ 1歳未満
子育て講座）
図書館
（ぴよぴよのへや）
みくにひじり
（★ひじり広場：制作）
博愛社こども園
（園庭開放）

児童家庭支援センター博愛社
（赤ちゃん広場AM/PM）

区役所子育て支援室
（ゆめちゃんハッピールーム）
つどいの広場かしま
（身体測定 PM赤ちゃんひろば）
ひじり　（プレイランド）
木川第2　(みんなよっといで)
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）

この指と～まれ西三国
(兄弟OKの日・身体測定)

明の守みくに園
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区役所健康相談
（妊婦教室：お産編）
淀川ベビー　支援センター
（ふたごの会“とことこ”）
淀川ベビー　ひろば
（ぽっぽ deあそぼう）
児童家庭支援センター博愛社
（赤ちゃん広場AM/PM）
この指と～まれ西三国
( 赤ちゃんの日・ひな祭り）

図書館（おたのしみ会）
みくにひじり
（園庭開放）

区役所 1階（マタニティー
・ベビー服展示提供）
つどいの広場かしま
（PM赤ちゃんひろば）
淀川ベビー　支援センター
（おはなしぽっぽ）
淀川ベビー　ひろば
（★プレママぽっぽ）
ぬくもりのおうちひろば
（ボールプールで遊ぼう！）
この指と～まれ三津屋
（ティールーム・
ベビータイム・
助産師相談）
この指と～まれ西三国
（助産師相談）

つどいの広場かしま
（AM★体を使って遊ぼう）
淀川区子ども・子育てプラザ
（★おやこで楽しくABC）
子育てサロン
（木川）（新北野）

みくにひじり
（★ひじり広場：小麦粉粘土）
かぐはし　(園庭開放)
淀川区子ども・子育てプラザ
（★おはなし会）
この指と～まれ三津屋
（★ブックスタート・
おはなし会）
博愛社こども園
（園庭開放）

つどいの広場かしま
(PM赤ちゃんひろば )
ひじり　（園庭開放）
淀川区子ども・子育てプラザ
（★おはなし会）
この指と～まれ三津屋
（ひな祭り）
子育てサロン
（十三）（木川南）

この指と～まれ西三国
(★ブックスタート・
赤ちゃんの日・身体測定)

図書館
（おたのしみ会）
ひかり　（園庭開放）
みくにひじり
（園庭開放）
子育てサロン
（新東三国）（三津屋）

つどいの広場かしま
（PM赤ちゃんひろば）
淀川ベビー　支援センター
（新入園をひかえた子ども
のパパママ交流）
淀川ベビー　ひろば
（0歳デー）
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）

塚本くすのき
（にこにこ広場）
ぬくもりのおうちひろば
(★『ママのくつろぎの日』
#13離乳食と食育おはなし会 )
この指と～まれ三津屋
（★英語で遊ぼ！）
この指と～まれ西三国
（歯のはなし）
子育てサロン
（西中島：保健師の話）

子育て支援センター
（★1歳6か月～3歳
子育て講座『エコを
学ぼう』）
図書館（ぴよぴよのへや）
みくにひじり
（★ひじり広場：小麦粉粘土）
淀川ベビー　支援センター
(0歳デー)
この指と～まれ西三国
(★英語でイースター)
博愛社こども園
（園庭開放）

つどいの広場かしま
(PM赤ちゃんひろば )
子育て支援センター
（★ブックスタート）
明の守みくに園
（園庭開放）
ひじり　（プレイランド）
淀川区子ども・子育てプラザ
(★ベビーマッサージ）
子育てサロン
（木川南）（塚本）
（野中：保健師の話）

区役所健康相談
（妊婦教室：歯科栄養編）
（★妊婦歯科健診）
淀川ベビー　ひろば
（おはなしぽっぽ）
児童家庭支援センター博愛社
（赤ちゃん広場AM/PM）
この指と～まれ三津屋
（歯のはなし・身長体重測定）
子育てサロン
（新高：保健師の話）

この指と～まれ西三国
（兄弟OKの日）

淀川ベビー　支援センター
（★ブックスタート）
淀川ベビー　ひろば
（ふれあいぽっぽ）
児童家庭支援センター博愛社
（赤ちゃん広場AM/PM）
この指と～まれ西三国
（お別れ会）

図書館（おたのしみ会）
子育てサロン
（宮原）（三国）（加島）

子育てサロン
（東三国）（木川）

図書館（♪よちよち♪）
ミード　(園庭開放)
かぐはし　(園庭開放)
ぬくもりのおうちひろば
（★ブックスタート）
博愛社こども園
（園庭開放）
子育てサロン（田川）

つどいの広場かしま
（PM赤ちゃんひろば）
子育てサロン（北中島）
（西三国）（木川南）

この指と～まれ西三国
（兄弟OKの日・身体測定）

つどいの広場かしま
(身体測定)
児童家庭支援センター博愛社
（赤ちゃん広場AM/PM）
淀川区子ども・子育てプラザ
（つどいの広場の日・リユース )
ぬくもりのおうちひろば
(★2019年度おわかれ会)
この指と～まれ三津屋
(身長体重測定)

区民センター
（Yodogawa 区
親子フェスティバル）

児童家庭支援センター博愛社
（赤ちゃん広場AM/PM）
ぬくもりのおうちひろば
(3月！ﾊｰﾌﾊﾞｰｽﾃﾞｰ＆お誕生日会)

区役所子育て支援室
（ゆめちゃんハッピールーム）
つどいの広場かしま
（身体測定
PMあかちゃんひろば）
木川第 2
（みんなよっといで）
子育てサロン（木川南）

つどいの広場かしま
（身体測定）
図書館（ぴよぴよのへや）
この指と～まれ ! 三津屋
（お誕生会）
この指と～まれ西三国
（お誕生会）
博愛社こども園
（園庭開放）

つどいの広場かしま
（AM★ブックスタート
  AMだっこで絵本）
淀川ベビー　ひろば
(★ブックスタート )
この指と～まれ ! 三津屋
（お別れ会）
この指と～まれ西三国
（おはなし会）

つどいの広場かしま
（AMお楽しみ会
 PM赤ちゃんひろば）
淀川ベビー　支援センター
（お誕生日会 , ぽっぽ deランチ）
淀川ベビー　ひろば
（お誕生日会 , ぽっぽ deランチ）
この指と～まれ三津屋
( ティールーム )

図書館（おはなし会）
みくにひじり
（園庭開放）

つどいの広場かしま
(PM赤ちゃんひろば )
愛光　（園庭開放）
あい　（★一緒にあそぼう）
淀川ベビー　支援センター
( ぽっぽ de ホッと )
淀川ベビー　ひろば
( お誕生日会 , ぽっぽ deランチ )
ぬくもりのおうちひろば
（ボールプールで遊ぼう！）
この指と～まれ三津屋
( ティールーム・ベビータイム）
この指と～まれ西三国
( 赤ちゃんの日）
子育てサロン（神津）

淀川ベビー　支援センター
（ふたごの会“とことこ”)
淀川ベビー　ひろば
（ぽっぽ deあそぼう）
児童家庭支援センター博愛社
（赤ちゃん広場AM/PM）
この指と～まれ三津屋
（節分）
この指と～まれ西三国
（赤ちゃんの日・節分）

図書館（おたのしみ会）
みくにひじり
（園庭開放）

健康相談

※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。


