
問合せ先 ★印は要予約（お早目に各施設にお問い合わせください）
名　称 所在地 電話番号 問合せ時間 休み

淀川図書館
淀川区子ども・子育てプラザ
子育て支援センター
淀川ベビー保育園支援センター“子育てぽっぽ”
淀川ベビー保育園つどいの広場“子育てぽっぽ”
つどいの広場かしま
つどいの広場育児＆育自“この指と～まれ！”三津屋
つどいの広場育児＆育自“この指と～まれ！”西三国
ぬくもりのおうち保育園つどいの広場“ぬくもりのおうちひろば”
児童家庭支援センター博愛社
社会福祉協議会（子育てサロンの問合せ）

新北野1-10-14
新高1-11-19

田川1－7－16
東三国3-1-6南102

三津屋中1-4-29
西三国3－24－6

十三元今里3-1-72
三国本町2-14-3

6308－9939
6308－9968
6308－9882
6305－2346
6395－6420
6390－8315
6309－6911
6393－6543
6309－6757

050－1505－8627
6842－7402
6732－9210
6301－0375
6394－2900

土日祝

月・第3木
月祝
土日祝
土日祝
土日祝
土日祝
土日祝
火土祝
土日祝
年中無休
日祝

9：00～17：30

9：00～17：00
9：00～16：00
10：00～15：00
10：00～15：00

9：00～12：00 13：30～15：30
月～木11：00～16：00　金10：00～16：00

10：30～15：30
10：00～17：00
9：00～18：00
9：00～17：30

西中島7-14-41
西中島幼稚園内

加島1-32-17
加島第1保育所内

西中島6丁目2‒3
チサンマンション第7新大阪209号

火～金
土・日・祝休日（7/21～8/31月曜日）

10：00～19：00
10：00～17：00

淀川区役所 十三東2-3-3
2階23番　子育て支援室
2階21番　健康相談
2階22番　健康づくり

諸事情により日程を変
お気軽にお問い

子育てサロン
（新東三国：助産師・
　保健師の話）（三津屋）
ひかり  （園庭開放）

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
（★育休パパママ講座①）
淀川ベビー　ひろば
（★プレママぽっぽ）
区役所１階
（マタニティー・ベビー服展示提供）
この指と～まれ三津屋
（ベビータイム・ティールーム）
ぬくもりのおうちひろば
（★ブックスタート）

淀川区子ども・子育てプラザ
（★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）
この指と～まれ三津屋
（ティールーム）
ぬくもりのおうちひろば
（ボールプールで遊ぼう）
三国  （ひだまり）

子育てサロン（神津）
つどいの広場かしま
（PM赤ちゃんひろば）
愛光  （愛光ぽっぽ広場）
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
（ベビータイム・ティールーム）
この指と～まれ西三国
（赤ちゃんの日）
淀川ベビー　支援センター
（★育休パパママ講座②）

淀川区子ども・子育てプラザ
（★親子で楽しくABC）
子育てサロン
（木川）（新北野）
つどいの広場かしま
（★０歳親子教室）

子育てサロン
（西中島：助産師・保健師の話）
つどいの広場かしま
（★０歳親子教室）
この指と～まれ西三国
（歯のはなし）
ぬくもりのおうちひろば
（★ハーフバースデー＆
　お誕生日会）

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）（東三国）

淀川区子ども・子育てプラザ
（★マタニティヨガ）
博愛社こども園
（園庭開放）
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）

子育て支援センター
（★３ヶ月～８か月親子教室）
博愛社こども園
（園庭開放）
つくしんぼ  （ぽっぽの会）
淀川ベビー　支援センター
（０歳デー）
この指と～まれ西三国
（父の日制作）

子育てサロン（田川）
子育て支援センター
（★３か月～８か月親子教室）
博愛社こども園
（園庭開放）
ミード  （ミード広場）
かぐはし  （園庭開放）
アケミ  （園庭開放）
加島第１  
（いっしょにあそぼ）

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

子育てサロン（木川南）
（野中：助産師・保健師話）
（塚本：保健師の話）
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）
区役所健康づくり
（離乳食講習会）
明の守みくに園
（園庭開放）

子育てサロン（北中島）
（西三国：栄養士の話）
（木川南：助産師・保健師の話）
つどいの広場かしま
（PM赤ちゃんひろば）
西加島
（いっしょにあそぼ）

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
（AM/PM赤ちゃん広場）
この指と～まれ西三国
（赤ちゃんの日・身体測定）
ぬくもりのおうちひろば
（★『ママのくつろぎの日』
　#17 ここが知りたい！
　新しい時代の教育お話し
　会～英語編～）

子育てサロン（新高）
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
（AM/PM赤ちゃん広場）
この指と～まれ三津屋
（身体測定）
木川第１
（なかよし広場）

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
（AM/PM赤ちゃん広場）

この指と～まれ西三国
（兄弟OKの日）

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）

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）
この指と～まれ三津屋
（ティールーム）

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）

博愛社こども園
（園庭開放）
この指と～まれ三津屋
（★ベビーマッサージ）
ぬくもりのおうちひろば
（★ハーフバースデー＆
　お誕生日会）

子育てサロン（木川南）
つどいの広場かしま
（PM赤ちゃんひろば）
木川第２
（みんなよっといで）

つどいの広場かしま
（身体測定・
　PM赤ちゃんひろば）

児童家庭支援センター博愛社
（AM/PM赤ちゃん広場）
この指と～まれ三津屋
（歯のはなし・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
（AM/PM赤ちゃん広場）
この指と～まれ西三国
（お誕生会）

この指と～まれ西三国
（兄弟OKの日）

この指と～まれ西三国
（兄弟OKの日・身体測定）
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子育てサロン
（宮原：保健師の話）
（加島）
ぬくもりのおうちひろば
（★『パパとくつろぎの日』
　#２ 父の日企画！
　家族でお楽しみ会　）


