
  

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【東住吉子育てＯＨえん情報 編集委員会】  

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

東住吉地域子育て支援センターぽけっと（私立保育園） 

 

 

 赤ちゃんから未就学のお子さんまで、ほのぼのとした雰

囲気のサロンです。お片付けは、みんなで一緒にするので、

お子さんには達成感が芽生えます。 

防犯は毎回民生委員さんにきていただくので心強いです。 

 

 

日時：毎月第２・４ 金曜日  
10：00～1２：０0 

場所：南百済会館  06―6707－2117 

 

日時：毎月第４ 金曜日  
（但し、12月は第3金曜日） 

1０：０0～1２：０0 

場所：南田辺会館  06―6623－6050  

9 毎月、お誕生会をしています。 

保健師さんは毎月来てくださいます。歯科衛生士・栄養

士・助産師・骨盤メンテナンスの先生方も来られ、相談に

のってくださいます。どうぞ遊びに来てください。 

日時  １２月３日（火）  

１０：１５～１０：４５ 
内容   メープルシロップさんによるハンドベル♬ 

 

日時  １２月１８日（水） 

１０：００～１１：４５ 
内容   クリスマスフェスタ  

問合せ  ０６－６６９９－３６００ 

         

参加費はすべて無料です☆ 詳細は中面をご確認ください。 

日時  １２月２０日（金） 

内容   クリスマス会 

（詳しくは広場にて） 

問合せ ０６－６７１９－６１０１ 

 

         

日時  １２月２０日（金） 

①１０：３０～   

②１４：００～ 

内容 みんなでゲームをしたり、 簡単な製作をします。 

定員  ①②各８組 

申込み １２月６日（金）１０：００～受付 

問合せ ０９０－６４０６－４０７６ 

日時  １２月１１日（水） １０：３０～１１：３０ 
場所  天宗東住吉園     対象  １歳以上の方 

定員  １０組（申込み多数の場合は抽選） 

申込み １２月２日（月）・３日（火）電話にて 

日時  １２月１８日（水） １０：３０～１１：３０ 
場所  育和白鷺学園今林園   対象  １歳以上の方 

定員  １０組（申込み多数の場合は抽選） 

申込み １２月２日（月）・３日（火）電話にて 

問合せ ０６－６７６０－０３２１ 

※どちらか１つの申込みになります。 

日時  １２月１７日（火） 

１０：００～１１：３０ 

内容  クリスマス制作 

対象  ３ヶ月以上概ね３歳未満の子どもと保護者 

定員  先着７組（事前予約制） 

申込み １２月２日（月）～１２月１３日（金） 

問合せ ０６－６６９２－０１６１         

日時  １２月７日（土） 

１４：００～１５：００  

場所   東住吉会館 大会議室（図書館と同じ建物の２階） 

出演   赤ずきん＆ドロップス   

問合せ  ０６－６６９９－７０００ 

         

○年末年始についてのおしらせ

年内は12月25日（水曜日）まで開館します。

図書館ネットワークシステムの機種更新とあわせ、12月26日から1月6日まで

休館します。年始は1月7日（火曜日）から開館します。

12月26日（木曜日）17時から1月6日（月曜日）9時まで、返却ポストは

ご利用いただけませんのでご了承ください。

以下の行事は申込不要、無料。

○赤ずきん＆ドロップスの冬のおはなし会

　　12月7日（土）　14：00～15：00

ばしょ　東住吉会館大会議室（図書館と同じ建物の2階）

○おはなし会

　　12月5日（木）16：00～16：30

　　12月14・21日（土）14：00～14：30

　　12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

 大阪市立東住吉図書館　      電話６６９９-７０００ 　

○東住吉区巡回日

12月5日(木) 14：25～15：00

12月6日(金) 10：25～11：15

12月7日(土) 14：25～15：05

12月19日(木)
10：20～11：20
※12月は曜日が変わります。

12月19日(木)
11：15～12：05
※12月は曜日が変わります。

　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)

中町会公園
　(杭全7-14)

平野白鷺公園
　(今川6-7）

地域 場　　所 住　　所 開催日時

５・１９日

13：30～15：00

６・２０日

10：00～12：00

３・１７日

13：30～15：30

９・２３日

13：30～15：00

１１日

10：00～12：00

２０日

10：00～12：00

５・１９日

10：00～12：00

１３・２７日

10：00～12：00

１３日

13：30～15：30

５・１９日

13：30～15：30

３・１７日

10：00～11：30

１１日

10：00～11：30

１１日

10：00～11：30

３・１７日

13：30～15：30

矢田中 矢田中ひまわり会館 矢田3－8－7

矢田西
南部文化

コミュニティセンター
公園南矢田3-18-８

※祝日はお休みです。
開催月によっては１回になる場合があります。ご了承ください。

矢田北 矢田北会館 照ヶ丘矢田1-13-16

矢田東 住道矢田福祉会館 住道矢田9－1－5

湯里 湯里社会福祉会館 湯里5－7－3

鷹合 鷹合会館 鷹合４－１－３

東田辺 東田辺会館 駒川４－１０－５

南百済 南百済会館 針中野４－12－39

田辺 田辺会館 田辺6－1－2７

南田辺 南田辺会館 南田辺1－10－３２

北田辺 北田辺会館 北田辺1－8－4

今川 今川地域振興センター 西今川3－6－7

育和 育和社会福祉会館 杭全２－１１－１４

桑津 桑津会館 桑津5－1４－２１

 

 

紙コップ・ビニール袋・曲がるストローで作れ

る簡単おもちゃの紹介です。 

① 紙コップの下の方にストローが入る 

穴を開けます 

② ビニール袋に好きな絵を描きます 

③ ビニール袋にストローを差し込み 

テープで留めます    

（空気が漏れないように） 

④ コップの上から 

ストローを差し込み完成！ 

空気を入れると膨らむよ！ 

 

 

 

 

 

 

いっしょにあそぼう 

  
  

袋の角を留めて丸シールや星を貼るとツリーに。目・髭・帽子を貼って

サンタに等、工夫次第で色々な物が作れます。 

傘袋で作ると長く伸びておもしろいですよ！子どもも大喜びです！ 



 

  

 

 

　6日（金）

12日（木）

1３日（金）

1３日（金）

  1７日（火）

2０日（金）

12月の予定

保健師による身体測定・健康相談　10：00～11：15

絵本の読み聞かせ会「おはなしたまてばこ」１1：３０～１１：４５

　　　　　　　　事前予約制：先着７組募集　　申込期間：１２/２(月)～１２/１３(金)

★クリスマスの飾りを親子でつくりませんか？

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

所庭あそび　１０：００～１１：００　※雨天中止

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】

　　　　　　　　対象：３ヶ月以上概ね３歳未満の子どもと保護者

「クリスマス制作」　１０：００～１１：３０　

看護師さんによる健康相談　１０：３０～　予約不要

（大阪市委託事業） 

    ミニプログラム予定表(プログラムは自由参加です。）

日程

　3日（火）14時～

　4日（水）11時～
　11日（水）11時～

 16日（月）11時～

 20日（金）

 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   

〒546-0041　大阪市東住吉区桑津5-13-48
☎：6719-6101

＊12/20クリスマス会：詳しくは広場にて

フェイスブックを始めました。チェックしてくださいね

12月生まれのお誕生日会

12/16(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

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

クリスマス会

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

英語で歌おう
午後の部

12時半～1時半
2組お母さんの折り紙講座

12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

12/23
(月）

午前の部
10時半～11時半

2組読み聞かせ

保育所 日 時間・内容 問合せ・ＴＥＬ

所庭遊び（雨天中止）

10：00～11：00

所庭遊び・身体測定

10：00～11：00

保育園 日 時間・内容 問合せ・ＴＥＬ

クリスマスツリー作り

10：00～11：00

園庭開放（雨天中止）

10：00～11：00

12月18日(水)

12月13日(金)

12月21日(土)

1２月
7・14・28日(土)

照ヶ丘矢田2-17-4
6702-2610

矢田2-11-18
6699-9869

クリスマス飾り作り

10：00～11：30

12月4・11日(水)

★参加される時は、帽子・着替え・お茶などを各自で準備してくださるようお願いします。

★日程・内容などは都合により変更される場合があります。

参加される場合は、各所に問い合わせをして参加してください。〈問い合わせ時間　１０：００～１７：００〉

お話たまて箱に参加（雨天中止）
（ボランティアの方の絵本の読み聞かせ）

10：00～11：00

照ヶ丘矢田2-23-13
6702-9260

12/2(月)～受付　詳細は園まで

東田辺3-16-5
6692-1900

鷹合1-5-16
6696-3891

矢田5-2-12
6692-0053

鷹合保育所

南田辺3-4-26
6696-5525

新生保育園

東田辺コティ保育園 1２月1３日(金)

園庭開放（雨天中止）

9：30～10：30

12月7日(土)
年賀状作成

要予約・限定３組　10：00～11：00

城南学園保育園 12月18日(水)
クリスマスツリーを作ろう（要予約・限定5組）

10：00～11：00

矢田教育の森 保育所

杭全1-16-4
6796－7367

12/2(月)～受付　詳細は園まで

12月10日(火)

すまいる保育園杭全

矢田北保育園

矢田第３保育所

認定こども園
湯里保育園

　　　　 中野4-14-６
　　　　 6705-0595
＊12/21（土）のみ要予約
12/13(金)AM10：00～受付

12月25日(水)
クリスマス会

10：00～11：00

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）

■自由遊び以外のプログラム（１２月）■　　

時　間

６日 （金） お話広場    １１：００～

９日 （月） クリスマスクッキング
要予約6組
実費300円

   １３：３０～
１４：３０

ブックスタート 要予約    １１：００～

ぴよぴよタイム
   １０：００～

１２：００

１７日 （火） 手形フレーム作り
要予約
各８組

①１１：００～
②１４：００～

２０日 （金） クリスマス製作
要予約
各８組

①１０：３０～
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

ぴよぴよタイムの時間帯は1歳未満のこどもさんのみのご利用となります。

下記の行事は予約が必要です。イベント前日までにご予約ください。

★12/9（月）、12/11（水）<ブックスタートのみ>、12/17（火）、12/20（金）

予約は『ひまわり』までお電話ください。090-6406-4076

手形フレーム作りは、お１人様年１回です。

★12/9（月）クリスマスクッキングは実費300円です。

日　程 内　容

１１日 （水）

日時 内容 定員 備考

１２ 月 ３ 日（火）

10：15～10：45

１２ 月 ４ 日（水）

11：15～12：00

１２ 月 5 日（木）

11：30～12：00

１２ 月 １０ 日（火）

10：00～11：30

１２ 月 １１ 日（水）

11：30～11：50

１２ 月 １３ 日（金）

11：00～11：40

１２ 月 １８ 日（水）

10：00～11：45

１２ 月 １９ 日（木）

10：00～12：00

１２ 月 ２０日（金）

11：45～12：00
１２月生まれお誕生会

　　　★つどいの広場（１階）…火曜日～土曜日10：00～15：00

　　　★ブックスタートも開催中！今月は12月21日（土）10：30～（要予約）

おおきくなったかな？
～身体測定～

対象：就学前のお子さんをお持ちの保護者
※初めての方、優先

申込期間：11/19(火)～12/３(火)
※定員を上回った場合は、12/４(水)公開抽選

リズムにのって
リトミック♪

先着申込
４０組

親子で音楽に合わせて手遊びや歌を歌い
音楽を楽しみます♪

対象：乳幼児と保護者
申込期間：11/13（水）～先着順

英語であそぼう！ 自由参加
対象：乳幼児と保護者

アネリン先生といっしょに
英語であそびましょう♪

自由参加

自由参加

　　　★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

対象：0歳児のお子さんと保護者
申込期間：11/22（金）～先着順

※兄弟関係の一時保育はありません。
０歳児さん集まれ～

自由参加
お誕生会当日申込の写真は後日渡し。

写真受付は1日(日)～28日(土)
12月生まれ以外の方も参加できます。

先着申込
10組

クリスマスフェスタ 自由参加
対象：乳幼児と保護者

「クリスマスにちなんだ〇〇あそび」

対象：乳幼児と保護者

　　　　  対象：乳幼児と保護者

乳幼児の行事・イベント（12月）

子どものほめ方・
しかり方講座

10名(抽選)
一時保育有

自由参加
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
おはなしいっぱい

メープルシロップ
ハンドベル♬

幼稚園 日 時間 問合せ・ＴＥＬ

認定こども園
育和学園幼稚園

１２月１６日（月）
１歳～２歳児対象の未就園児・親子のひろば

１０：００～１１：００

（０６）
６７１３ー０５５２
詳しくは幼稚園まで

二葉幼稚園
（０６）

６６２２ー１５７１
詳しくはＨＰに掲載

田辺幼稚園 12月3日(火) 園庭開放　９：３０～１１：００
（０６）

６６２２ー１７８８
詳しくは幼稚園まで

12月3・17日(火) 室内開放　１０：３０～１１：３０

１２月７日（土） たんぽぽ広場（親子ふれあい広場）１０：００～１１：００

12月10・17日(火) ぞうさん教室　１０：００～１0：３０

12月10・17日(火) 園庭開放　１０：３０～１１：３０

１２月１１日（水） 園庭開放　１０：４５～１１：４５ （雨天でも遊べます）

１２月１８日（水） クリスマスコンサート（要予約）

毎週　火・木曜日
園庭開放　１５：００～１６：００（予約不要）

※２学期は、12月19日(木)が最終日となります。

園庭開放　９：００～１１：００（予約不要）

親子体操教室　１０：００～１０：３０（前日までに要予約）

12月
4・11・18日

（水）

照ヶ丘幼稚園 １２月５日（木） 園庭開放　10：00～11：00（受付9：45）
（０６）

６６９７－１４３７

12月

５・12・19日
（木）

第二すみれ
幼稚園

12月７・14日(土) 園庭開放　１０：００～１１：００（前日までに要予約）
（０６）

６７１３－０４３１

園庭開放　９：４５～１１：１５
（０６）

６７０２ー３７８０

12月の園庭開放はお休み
（０６）

６７１４－１４５５

認定こども園
勝山愛和

第四幼稚園

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）
６６９２ー３２０４

認定こども園
さつき幼稚園

１２月１４日（土）

※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。）

中野幼稚園

認定こども園
今川幼稚園

（０６）
６７０２ー００３２
詳しくは幼稚園まで

12月の園庭開放はお休み

園庭開放　１０：１５～１１：３０（予約不要）
※5日(木)は、「わらべうた」です。

認定こども園
育和学園

生長幼稚園

※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。

城南学園
幼稚園

（０６）
６７０２ー５２００
詳しくはＨＰまたは
Facebookに掲載

（０６）
６６２２ー３８９７

（０６）
６６２１－８８３８

平和幼稚園

日程 時間 場所 内容 申込み

「ﾌｧﾐｻﾎﾟ」ってなぁに？

（出張ファミリーサポート）

ぽけっと事務所

前日までに電話受付

ぽけっと事務所

前日までに電話受付

ぽけっと事務所

12/2・3　電話受付

1歳以上の方(限定10組) 申込み多数の場合は抽選

ぽけっと事務所

当日までに電話受付

ぽけっと事務所

前日までに電話受付

園庭であそぼう ぽけっと事務所

（雨天中止） 前日までに電話受付

ぽけっと事務所

12/2・3　電話受付

１歳以上の方(限定10組) 申込み多数の場合は抽選

ぽけっと事務所

前日までに電話受付

ぽけっと事務所

当日までに電話受付

ぽけっと事務所

前日までに電話受付

育和白鷺学園今林園

天宗東住吉園

クリスマス会 ぽけっと事務所

(先着8組) 12/18　9：00～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・・・・・・・・・

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

　　 　　　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

★ ぽけっとルームのお誕生会  （申込み不要・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。

　　　　　　11月・・・11/26　　12月・・・12/24

12/21(土） 10：00～11：00 めばえ保育園 ﾌﾟﾁ・ﾘﾄﾐｯｸ！

＊ぽけっとルームクリスマス会に参加された方は申込み不可。

10：00～12：00　13：00～15：00(ワンワンぽけっと)

11：00～11：30 申込み不要

12/25(水） 10：30～12：00

12/10(火) 10：00～11：00 新生保育園 ﾌﾟﾁ・ﾘﾄﾐｯｸ！

12/13(金） 13：30～14：00 育和白鷺学園今林園 ブックスタート

10：30～11：30 天宗東住吉園

育和白鷺学園今林園 申込み不要

12/9(月) 10：00～11：30 天宗東住吉園 園庭であそぼう 申込み不要

12/4(水)

１２月のお誕生会

友愛ｾﾝﾀｰ北田辺

※ 12/11(水)天宗東住吉園・12/18(水)育和白鷺学園今林園でのクリスマス会はどちらか１つの申込みになります。　

クリスマス会

クリスマス会

ブックスタート13：30～14：00 天宗東住吉園

12/11(水)

10：30～11：30

12/2(月) 10：00～11：30 育和白鷺学園今林園 申込み不要

12/5(木) 10：00～11：00 矢田北保育園 ﾌﾟﾁ・ﾘﾄﾐｯｸ！

10：30～12：00

育和白鷺学園今林園

♪　金・・・・・・・・・10：00～12：00　　13：00～15：00(ｴﾝｼﾞｪﾙぽけっと)

12/14(土) 10：00～11：00 太陽保育園 ﾌﾟﾁ・ﾘﾄﾐｯｸ！

12/17(火) 10：00～11：00 育和白鷺学園杭全園

12/18(水）

12/20(金）

12/24(火）

※ 12/27(金)～1/3(金)まで冬休みです。ご了承下さい。　

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

園庭であそぼう

12/19(木） 10：00～11：00 めぐむ保育園 ﾌﾟﾁ・ﾘﾄﾐｯｸ！


