
  

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【東住吉子育てＯＨえん情報 編集委員会】  

東住吉区子ども・子育てプラザ/東住吉区社会福祉協議会/保健福祉センター子育て支援室 

東住吉地域子育て支援センターぽけっと（私立保育園） 

 

 

おうちのひとと一緒に楽しめる遊びや、子育てのヒント

になるようなアイデアを紹介していきます。 

すっかり春めいてきましたね。 

戸外に出てタンポポ探しをしてみませんか？ 

タンポポには西洋タンポポと日本タンポポがあるのをご存

じですか？ 

茎と花の接続部分、「がく」と呼ばれている所がめくれてい

るのが、西洋タンポポ。「がく」がめくれていないのが日本タ

ンポポです。 

日本タンポポは春にしか開花しませんが、西洋タンポポは

春から秋まで随時開花していて繁殖力が強いのが特徴です。  

たいていよく見るタンポポは西洋タンポポです。 

日本タンポポはとても数が少ないのです。 
  

日本タンポポがどこにあるか？ 

探してみてはいかかでしょうか？ 

 

 今年の冬はとっても寒かったですね。本当に、春が来るのが待ち遠しかっ
たです。春の訪れを桜の開花で感じる方も多いのではないでしょうか？ 

そこで、東住吉子育てOHえん情報編集委員会おすすめの東住吉区の桜の

名所をお教えします。 
 

  ☆湯里東の交差点、フォルクスから川沿いに入った細い道 

    南百済公園から南港通りに出るまでの間 
 

  ☆うるし堤公園と白鷺中学校の間を流れる川沿いの道 
 

  ☆東田辺さくら公園のしだれ桜 

           他の桜より早く咲いてしまうので注意 
 

  ☆今川公園と今川小学校付近の川沿い 
 

  ☆東田辺公園は大きな桜の木があるのですが、 

人が少ないので桜をひとりじめできます。 
 

  ☆やっぱり長居公園ははずせない？ 
 

他にもたくさんあると思いますが、東住吉区は南北に川（今川・駒川）が

流れているので、その川沿いは桜並木が続いていてとてもきれいです。 
 

春の訪れを感じに、親子で花見に行かれてはいかがでしょうか。 

保育所についてのご相談は…

利用者支援専門員(コンシェルジュ)までお問い合せください。

「保育所の申込みどうしたらいいの？」「認定こども園ってなに？」

…など

相談日時 月曜日から金曜日

※水曜日、休日、祝日及び年末年始の閉庁日を除く。

１０：００～１６：００(事前予約可)

予約なしでもご相談いただけますが、予約の方が優先となります。

場 所 東住吉区役所 保健福祉課 ２階２８番窓口

大阪市東住吉区東田辺１－１３－４

お問い合せ ０６－４３９９－９８５６

ご相談・お問い合せ

保育所などの保育資源の

情報提供、利用相談をおこ

なっています。

☆子育て家庭を支援するのに、各地区社会福祉協議会が中心となって、

地域 場　　所 住　　所 開催日時 ４月開催日 連絡先

毎月第１，３木曜

13：30～15：00

毎月第１・３金曜

10：00～12：00

毎月第１・３火曜

13：30～15：30

毎月第２・４月曜

13：30～15：00

毎月第２・４水曜

10：00～12：00

毎月第４金曜

10：00～12：00

東田辺小学校裏門 毎月第１・３木曜 6608－7621

ＰＴＡ会議室 10：00～12：00 （東田辺会館）

毎月第２・４金曜

10：00～12：00

毎月第２・４金曜

13：30～15：30

毎月第１・３木曜

13：30～15：30

毎月第１・３火曜

10：00～11：30

毎月第２水曜（８月のみ第１水曜）

10：00～11：30

毎月第2・4水曜

10：00～11：30

毎月第１・３火曜

13：30～15：30

＊お問合せは各会館へ

矢田中 矢田中ひまわり会館 矢田3－8－7 6695－2880

矢田西 公園南矢田3-18-８ 6608－0038南部文化コミュニティセンター

１１日・２５日

矢田北 矢田北会館 照ヶ丘矢田1-13-16 6797－6966

矢田東 住道矢田福祉会館（内） 住道矢田９－1－５ 6797－1131

3日・１７日

１１日

湯里 湯里社会福祉会館 湯里5－7－3 6702－8349

鷹合 鷹合会館 鷹合４－１－３
6697－3825
（鷹合西会館）

１３日・２７日

5日・１9日

東田辺 東田辺2－14－6

南百済 南百済会館 針中野４－12－39 6707－2117１３日・２７日

田辺 田辺会館 田辺6－1－27 6622－7171

南田辺 南田辺会館 南田辺1－10－32 6623－6050

北田辺 北田辺会館 北田辺1－8－4 6714－9980

今川 今川地域振興センター 西今川3－6－7 6703－0098

　地域の会館を利用して”親子サロン”を開催しています。

育和 育和社会福祉会館 杭全２－11－14 6713－2878

桑津 桑津会館 桑津5－14－21 6713－2871

5日・１9日

東住吉区地域
☆遊ばせる場所がない・・・

☆近所に同じ年頃の子どもがいない・・・

☆子育ての相談ができる友達がほしい・・・

☆子どもと一緒に出かけられる場所がない・・・

3日・１７日

6日・２０日

3日・１７日

9日・２３日

１１日・２５日

２７日

5日・１9日

親子で友だちづくり
しませんか？

保育所についてのご相談は…

利用者支援専門員(コンシェルジュ)までお問い合せください。

「保育所の申込みどうしたらいいの？」「認定こども園ってなに？」

…など

相談日時 月曜日から金曜日

※水曜日、休日、祝日及び年末年始の閉庁日を除く。

１０：００～１６：００(事前予約可)

予約なしでもご相談いただけますが、予約の方が優先となります。

場 所 東住吉区役所 保健福祉課 ２階２８番窓口

大阪市東住吉区東田辺１－１３－４

お問い合せ ０６－４３９９－９８５６

ご相談・お問い合せ

保育所などの保育資源の

情報提供、利用相談をおこ

なっています。

保育所についてのご相談は…

利用者支援専門員(コンシェルジュ)までお問い合せください。

「保育所の申込みどうしたらいいの？」「認定こども園ってなに？」

…など

相談日時 月曜日から金曜日

※水曜日、休日、祝日及び年末年始の閉庁日を除く。

１０：００～１６：００(事前予約可)

予約なしでもご相談いただけますが、予約の方が優先となります。

場 所 東住吉区役所 保健福祉課 ２階２８番窓口

大阪市東住吉区東田辺１－１３－４

お問い合せ ０６－４３９９－９８５６

ご相談・お問い合せ

保育所などの保育資源の

情報提供、利用相談をおこ

なっています。

保育所についてのご相談は…

利用者支援専門員(コンシェルジュ)までお問い合せください。

「保育所の申込みどうしたらいいの？」「認定こども園ってなに？」

…など

相談日時 月曜日から金曜日

※水曜日、休日、祝日及び年末年始の閉庁日を除く。

１０：００～１６：００(事前予約可)

予約なしでもご相談いただけますが、予約の方が優先となります。

場 所 東住吉区役所 保健福祉課 ２階２８番窓口

大阪市東住吉区東田辺１－１３－４

お問い合せ ０６－４３９９－９８５６

ご相談・お問い合せ

保育所などの保育資源の

情報提供、利用相談をおこ

なっています。

保育所についてのご相談は…

利用者支援専門員(コンシェルジュ)までお問い合せください。

「保育所の申込みどうしたらいいの？」「認定こども園ってなに？」

…など

相談日時 月曜日から金曜日

※水曜日、休日、祝日及び年末年始の閉庁日を除く。

１０：００～１６：００(事前予約可)

予約なしでもご相談いただけますが、予約の方が優先となります。

場 所 東住吉区役所 保健福祉課 ２階２８番窓口

大阪市東住吉区東田辺１－１３－４

お問い合せ ０６－４３９９－９８５６

ご相談・お問い合せ

保育所などの保育資源の

情報提供、利用相談をおこ

なっています。

保育所などの保育資源の情報提供、 

利用相談をおこなっています。 

地域 場　　所 住　　所 開催日時 ４月開催日 連絡先

毎月第１・３木曜

13：30～15：00

毎月第１・３金曜

10：00～12：00

毎月第１・３火曜

13：30～15：30

毎月第２・４月曜

13：30～15：00

毎月第２・４水曜

10：00～12：00

毎月第４金曜

10：00～12：00

東田辺小学校裏門 毎月第１・３木曜 6608－7621

ＰＴＡ会議室 10：00～12：00 （東田辺会館）

毎月第２・４金曜

10：00～12：00

毎月第２・４金曜

13：30～15：30

毎月第１・３木曜

13：30～15：30

毎月第１・３火曜

10：00～11：30

毎月第２水曜（８月のみ第１水曜）

10：00～11：30

毎月第2・4水曜

10：00～11：30

毎月第１・３火曜

13：30～15：30
3日・１７日

6日・２０日

3日・１７日

9日・２３日

１１日・２５日

育和 育和社会福祉会館 杭全２－11－14 6713－2878

桑津 桑津会館 桑津5－14－21 6713－2871

5日・１9日

北田辺 北田辺会館 北田辺1－8－4 6714－9980

今川 今川地域振興センター 西今川3－6－7 6703－0098

田辺 田辺会館 田辺6－1－27 6622－7171

南田辺 南田辺会館 南田辺1－10－32 6623－6050２７日

東田辺 東田辺2－14－6

南百済 南百済会館 針中野４－12－39 6707－2117１３日・２７日

5日・１9日

湯里 湯里社会福祉会館 湯里5－7－3 6702－8349

鷹合 鷹合会館 鷹合４－１－３
6697－3825
（鷹合西会館）

１３日・２７日

5日・１9日

矢田北 矢田北会館 照ヶ丘矢田1-13-16 6797－6966

矢田東 住道矢田福祉会館（内） 住道矢田９－1－５ 6797－1131

3日・１７日

１１日

＊お問合せは各会館へ

矢田中 矢田中ひまわり会館 矢田3－8－7 6695－2880

矢田西 公園南矢田3-18-８ 6608－0038南部文化コミュニティセンター

１１日・２５日

※以下の行事は申込不要、無料。

○おはなし会

　　4月5日（木）16：00～16：30

　　4月7・14・21・28日（土）14：00～14：30

　　4月12日（木）11：00～11：30、16：00～16：30

ばしょ　　東住吉図書館内えほんコーナー

○赤ちゃん向けおはなし会「だっこのじかん」

　　4月26日（木）15：30～15：45

ばしょ　東住吉会館和室（図書館と同じ建物の2階）

 大阪市立東住吉図書館　      電話６６９９-７０００ 　

○東住吉区巡回日

4月5日(木) 14：25～15：00

4月6日(金) 10：25～11：15

4月7日(土) 14：25～15：05

4月21日(土)
11：15～12:05
（11：20～11：50おはなし会開催）

4月28日(土) 10：20～11：20

　大阪市立中央図書館自動車文庫　電話６５３９-３３０５

市営矢田部住宅中央公園
　(公園南矢田1-22)

矢田東小学校東門
　(住道矢田2-7)

サンヴァリエ針中野6号棟前
　(湯里3-2)

平野白鷺公園
　(今川6-7）

中町会公園
　(杭全7-14)



 

  

 

    ミニプログラム予定表(プログラムは自由参加です。）

日程
　4日（水）１１時～

　10日（火）14時～

　13日(金)１１時～

　16日(月）11時～

　18日(水)11時～

　23日(月)
　27日(金）14時～

　　　　　　　　～人と人がつながる町づくりを目指して～

　　　　URL:http://www.heart-fd.jp   

お母さんの折り紙講座

      4月のつどいの広場　　ハート広場(地域子育て支援拠点事業　大阪市委託事業）

　　　　月～金曜日　10：00～15：00オープン(基本的に土･日･祝日はお休み）

　　　　ランチタイムもあり(12時から1時）。本の貸し出しもしています。 簡単スクラップブッキング
要予約(広場にて）

内容

4/23
(月）

午前の部
10時半～11時半

2組英語で歌おう
読み聞かせ

午後の部
12時半～1時半

2組親子あそび

ブックスタート(詳しくは欄外） ※出席シール１０枚にて参加いただけます

簡単スクラップブッキング(詳しくは欄外） ブックスタート・要予約

4月生まれのお誕生日会 4/16(月)11時～

子どもが主人公になる居場所づくり 予約は、お電話または広場にて
06-6719-6101

当日は引換券をご持参ください
特定非営利活動法人ハートフレンド

〒546-0041　大阪市東住吉区桑津5-13-48
28.10/1より移転しました。　　　　　☎：6719-6101

フェイスブックを始めました。チェックしてくださいね
 

　6日（金）

1３日（金）

1３日（金）

２４日（火）

２７日（金）

ぽかぽかひろば･･･３か月～概ね３歳未満の親子が一緒にあそべる広場です。

　　　　月～金曜日　９:３０～１２:００　１３:００～１５:３０

　　　但し　水曜日　９:３０～１２:００　金曜日１３:００～１５:３０は赤ちゃん広場（１歳未満児の親子）

　　　　◆電話相談（月～金）１０：００～１５：００までおこなっています。（秘密厳守）
　　 　　来館での相談は、電話で予約をしてください。　TEL　０６－６６９２－０１６１
　　　　　　　　　　　　　　　つどいのひろば矢田教育の森

子育て講座「フォトフレームをつくろう」　１０：００～１１：３０

保健師による身体測定・健康相談　1０：００～１１：１５

所庭あそび　1０：００～１１：００　＊雨天中止

お話タイム「おはなしたまてばこ」　１１：３０～１１：４５

対象年齢：３か月以上概ね３歳未満　

募集期間：４月９日(月)～４月２０日(金)　　募集人数：７組

ブックスタート  13：15～13：45　予約制【３か月健診の案内をうけ、引換券をお持ちの親子】

4月の予定

■自由遊び以外のプログラム（４月）■　　

時　間

　６日 (金) お話広場 １１：００～

ブックスタート 要予約 １１：００～

ぴよぴよタイム
１０：００～
１２：００

１３日 (金) 手形フレーム作り
要予約
各８組

①１１：００～
②１４：００～

１９日 (木) こいのぼり製作
要予約
各8組

①１１：００～
②１４：００～

２４日 (火) 身体測定
１0：００～
１5：００

２５日 (水) ぴよぴよタイム
１３：３０～
１６：００

予約は『ひまわり』までお電話下さい。

（大阪市委託事業）

月～金曜日　10:00～16:00まで親子で自由に遊べます。

（お昼休み時間　12:00～12:40）

《お問合せ先》　　『ひまわり』  090-6406-4076

★４/１１(水)<ブックスタートのみ>、4/１３(金)、4/１９(木)

日　程 内　容

 １１日 　(水)　　　

★ 「ぽけっと」は、大阪市の委託事業です。東住吉区内の子育て支援活動を
しています。

日程 時間 場所 内容 申し込み

ぽけっと事務所

当日までに電話受付

育和白鷺学園今林園

天宗東住吉園

ぽけっと事務所

4/18　9：00～　電話受付

ぽけっと事務所

当日までに電話受付

★ 天宗東住吉園・育和白鷺学園今林園では親子であそべる部屋があります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ぽけっとルーム）

♪　月～金・・・・・10：00～15：00
♪　水・・・・・・・・・ 10：00～12：00　13：00～15：00

午前・午後ともに１歳～２歳の誕生日までの子どもたちの部屋
　　（ワンワンぽけっと）

♪　金・・・・・・・・・10：00～12：00　　13：00～15：00

　　　（エンジェルぽけっと）
　　 　　　ぽけっとルーム・・・・天宗東住吉園（住道矢田2-12-21）　３F

　　　　育和白鷺学園今林園（今林2-11-6）　２F

　　　　　　 ♪場所・・・友愛センター北田辺（東住吉区北田辺6-11-4）
　　　　　　 ♪日時・・・毎月第４水曜日　10：30～12：00

　　　申し込みは１週間前の水曜日9：00～ぽけっと事務所に電話でお願いします。
　　　４月は、大きな布で遊んだり、楽しくダンスをするよ～★

★ ぽけっとルームのお誕生会（申し込み不要・手形をとったり、ﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄのﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄも・・・💛）
毎月第４火曜日　　11：00～　　当月生まれの誕生会をします。

　　　　　　４月・・・4/24　　　５月・・・5/22

申込み不要

体を動かして遊ぼう

午前・午後ともに１歳までの赤ちゃんの部屋

ぽけっと事務所　　　　６７６０－０３２１

4/24（火） 11：00～11：30 ４月の誕生会

4/27（金） 13：30～14：00

4/25（水）

4/20（金） 13：30～14：00 育和白鷺学園今林園 ブックスタート

申込み不要

★ 「ぽけっと」の“あそぼう広場”がはじまるよ～！

友愛センター北田辺

天宗東住吉園 ブックスタート

10：30～12：00

4/19（木） 10：30～11：30

4/17（火） 10：30～11：30 今林公園 公園で遊ぼう！ 申込み不要

鷹合公園 公園で遊ぼう！

保育所 日 時間・内容 問合せ先・TEL

鷹合１-５-１６

６６９６-３８９１

矢田５-２-１２

６６９２-００５３

4月の所庭開放はありません

4月の所庭開放はありません

鷹合保育所

矢田教育の森
保育所

保育園 日 時間・内容 問合せ・ＴＥＬ

照ヶ丘矢田2-23-13

6702-9261

4月 9：30～10：30

園庭開放

（雨天中止） 6696-5525

東田辺3-16-5

6692-1900

照ヶ丘矢田2-17-4

6702-2610

矢田2-11-8

6699-9869

中野4-14-6

6705-0595

４月の園庭開放は中止です。

南田辺3-4-26

東田辺コティ保育園 ４月の園庭開放は中止です。

湯里保育園

城南学園保育園

新生保育園

４月の園庭開放は中止です。

４月の園庭開放は中止です。

18・25（水）

矢田北保育園

矢田第３保育所 ４月の園庭開放は中止です。

幼稚園 日 時間 問合せ・ＴＥＬ

二葉幼稚園
（０６）

６６２２ー１５７１
詳しくはＨＰに掲載

４月17・24日(火)
園庭開放　10：30～11：30（予約不要）

※雨天時は室内を開放します。

４月２１日（土） たんぽぽ広場（親子ふれあい広場）１０：００～１１：００

ぞうさん教室　１０：００～１０：３０

園庭開放　１０：３０～１１：３0

中野幼稚園 ４月１６日（月）
人形劇公演　午前（要予約）

※詳細は園までお問い合わせください。
（０６）

６７０２ー００３２

毎週火・木曜日
園庭開放　１５：００～１６：００（予約不要）

※30年度は、4月17日(火)から始めます。

４月２８日（土） 園庭開放　９：００～１１：００（予約不要）

１歳～２歳児対象・親子の広場
１０：００～１１：００

照ヶ丘幼稚園

認定こども園
育和学園

生長幼稚園

田辺幼稚園

園にお問い合わせください。

４月２５日（水）

（０６）
６７１３ー０５５２

認定こども園
育和学園幼稚園

（０６）
６６２２ー３８９７

４月２３日（月）

（０６）
６７０２ー３７８０

園庭開放　　９：４５～１１：１５

認定こども園
プール幼稚園

（０６）
６６９８ー７７００
詳しくはHPに掲載

（０６）
６６２２ー１７８８
詳しくは幼稚園まで

城南学園
幼稚園

（０６）
６７０２ー５２００
詳しくはＨＰまたは
Facebookに掲載

認定こども園
今川幼稚園

（０６）
６６９７－１４３７

仮園舎住所：大阪市阿倍野区桃ヶ池町１丁目11番22号（※詳しい場所には幼稚園の門に掲示）

４月の園庭開放はお休み

本園舎工事中のため為、しばらくは園庭開放は実施いたしません。
２歳児の一時預かりは随時行っております（人数制限あり）

認定こども園
さつき幼稚園

４月18・25日(水)

（０６）
６６９２ー３２０４

４月19・26日(木)

＊園庭開放は幼稚園が開園している日は毎日行っています。
（行事等で園庭開放ができない日もありますのでお問い合わせください。）

平和幼稚園
（０６）

６６２１－８８３８

※天候・行事の都合で内容が変更することがありますので、ご了承ください。
※ご来園の際は、上靴・靴袋・飲み物をご持参ください。

４月
14・21・28日

（土）

子育て支援・相談＆園庭開放
１0：００～１1：００（前日までに要予約）

園庭開放　１０：１５～１１：３０（予約不要）

第二すみれ
幼稚園

認定こども園
勝山愛和

第四幼稚園

（０６）
６７１４－１４５５

（０６）
６７１３－０４３１

４月の園庭開放はお休み

日時 内容 定員 備考

４ 月 １２ 日（木）

11：40～12：00

４ 月 １３ 日（金）

13：30～14：30

４ 月 １７ 日（火）

10：30～11：30

４ 月 １８ 日（水）

11：30～11：50

４ 月 １９ 日（木）

10：00～12：00

４ 月 ２６ 日（木）

11：30～12：00

４ 月 ２７ 日（金）

11：45～12：00

対象：開催日において３ヶ月以上
18ヶ月未満の乳幼児と保護者

申込期間：3/27(火)～4/10(火)
※定員を上回った場合は、4/11(水)公開抽選

乳幼児の行事・イベント（4月）

春のつどい 自由参加
対象：乳幼児と保護者

桜のお花にメッセージを書いて、
プラザにお花を咲かせましょう♪

先着８組
（事前申込）

　対象：１歳未満の乳児さんと保護者
申込期間：3/23（金）～先着順

保護者の方同士でおしゃべりします☆

おおきくなったかな？
～身体測定～

０歳児さん集まれ～

【休館日】月曜日・祝日・年末年始(12/29～1/3)　

　　　★つどいの広場（１階）…火曜日～土曜日10：00～15：00

　　　★なかよし広場（２階）…火曜日～土曜日15：00～17：00、日曜日10：00～17：00

【お問い合わせ】東住吉区子ども・子育てプラザ（東住吉区東田辺２-11-28）　℡06－6699－3600

　　　★ブックスタートも開催中！今月は４月21日（土）10：30～（要予約）　

自由参加

だっこでベビーダンス
定員10組

（事前申込）

お誕生会当日申込された写真は、後日渡し
になります。写真受付は3日～28日です。

４月生まれ以外の方も参加できます。

おはなしいっぱい 自由参加

対象：乳幼児と保護者
英語をたのしむ第一歩・・・☆

自由参加

４月生まれお誕生会 自由参加

英語であそぼう！

対象：乳幼児と保護者

対象：乳幼児と保護者
「おはなしたまてばこ」さんが来てくれます☆


