
 

 

 

 

 

 

 

 

 

自動車文庫巡回日時・巡回場所〈予定〉 

  

 

＊運休やサービスの停止をしている場合があります。 

詳しくは自動車文庫（電話 06－6539-3305）までお尋ねください。 

ライフ＆シニアハウス緑橋駐車場 

（東中本 2-1）13：10～14：00 
１０月１６日（土） １１月２０日（土） 

南深江公園 

（深江南 2-9）10：15～11：00 
１０月２２日（金） １１月２６日（金） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

おはなしの会 毎週水曜日    開催時間 15：30～16：00 

１０月６日・１３日・２０日・２７日 １１月３日・１０日・１７日・２４日 

毎月第 3 土曜日  開催時間 14：00～14：30 

１０月１６日 １１月２０日 

かみしばい 毎月第 1 土曜日  開催時間 14：00～14：30 

１０月２日 １１月６日 

ぴーこっこのへや 

（乳幼児向けのおたのしみ会） 

毎月第 4 木曜日  開催時間 10：30～11：00 

１０月２８日 １１月２５日 

【第２４回大阪市図書館フェスティバル】わらべうたと絵本を楽しみましょう 
開催日時：１１月４日（木）①１０：３０～ ②１１：１５～ 

開催場所：東成図書館 多目的室 

内容：子育てや遊びの中で歌いつがれてきたわらべうたを、絵本と一緒に楽しみましょう。 

定員：各回事前申し込み・先着順 20 人 

申込み：１０月１４日（木）１１時から１１月３日（水・祝）１７時までに、カウンターか電話にて 

講師：岩出景子さん（野の花文庫主宰） 

東成区大今里西 2-8-4（東成区役所内２階）問合せ：06-6974-5211 

 

区内の保育所（園）・認定こども園・ 

小規模保育事業・幼稚園一覧 

※所（園）庭開放は事前予約が必要です。 

※行事等により日程が変更になる場合がありますので、必ずお問い合わせ、お申し込みをお願いいたします。 

東成区東中本 2-3-16 問合せ：06-6976-0300 

乳幼児の親子や児童がつどい 

楽しく遊べる交流の場です♪ 
 

・つどいの広場 （要予約） 

 ０歳～未就学児と保護者が楽しく遊び交流できる場です。 

・ひよっこルーム（要予約） 

 ０歳のお子さんと保護者がゆっくりと集えるお部屋です。 

・大阪市「赤ちゃんの駅」授乳スペース、オムツ替えスペース 

 外出時にお困りの時は気軽にお立ちよりください♪ 

 

※その他、利用方法や講座やイベントなど詳細は 

ＨＰでも確認することができます。 

  

東成区大今里西３－２－１７  
問合せ：06-6972－0727 

※行事はいずれも、新型コロナ感染症 

拡大防止対策を行って実施します。 

 東成区内では、各校下社会福祉協議会において主任児童委員、民生委員が中心となり、地域子育て  
サークルが実施されています。（大阪市内の他区では子育てサロンと呼ばれることが多い）。 
 子育てサークルは、安心して遊べる場、つながりづくりの場、情報交換の場として、15 年以上も   
活動しており多くの方に親しまれています。 
 身近な地域の子育てサークルに通うことで、地域の子育て親子の見守り支援にもつながります。 
 季節のイベント開催や保健師さん、保育士さんの訪問などもあり、育児相談や専門的な相談先を教
えてもらったりすることができます。 
地区に関係なく、ぶらっと参加で OK！マタニティママの参加も大歓迎です！ 

 

※各地域の集会所、老人憩の家等で開催のため、会場の都合により開催日当日に 

中止になる場合があります。 

【おひさまひろば】（要予約） 
・概ね３歳未満の子どもと保護者が楽しく遊べる交流の場です。 

親子で自由に遊んだり、絵本の読み聞かせや、歌やふれあい遊び 

の時間などがあります。 

・１歳未満の赤ちゃんだけの時間帯もあります。 

・子育て相談（来館・電話にて）や子育てに関する様々な情報提供

を行ったり講習会や親子教室なども定期的に開催しています。 

ぜひ親子で遊びに来てくださいね。 

 

 

https://www.oml.city.osaka.lg.jp 

東成区子育て支援施設・団体等のご案内 ※イベント等の開催・時間は下記の各施設等一覧をご確認ください。会場の都合等により、開催日当日に中止になる場合があ

ります。 

東成図書館 

東成区子ども・子育てプラザ 子育て支援センター 

＊東成区の子育てサークル一覧表  

開催状況については、各地域へお問い合わせください。  

右のＱＲコードで一覧表が見れます。 

各地域の子育てサークル 
・２歳親子教室（１０/１～受付開始） 

１１/２、９（２回連続）  

・クリスマスおたのしみ会（１１/１～受付開始） 

１２/４  

※申込者多数の場合は抽選になります。 

 

【ブックスタート】（要予約） 
・絵本などが入ったブックスタートパックをお渡しし、  

図書館司書が絵本の読み聞かせや絵本の楽しさなどをお話

します。 

開催日：１０月１３日（水）、１１月１０日（水）                  

時 間：1 部 13：30～  

2 部 14：00～] 

 

【ブックスタート】（要予約） 
 
開催日：10 月１日（金）、１０月１６日（土） 
      11 月 5 日（金）、11 月 20 日（土） 

 

時 間：1 部 10：30～11：00 

2 部 11：15～11：45 

 

【定例行事】※行事はいずれも前日の１７時までにカウンターか電話でお申し込みください。 



 

  

  

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

健診等 １０月 １１月 開催・(受付)時間  

※ 

マタニティ 

スクール 

育児編 1２日(火)   

14：00～15：30 

 

歯と栄養編 1９日(火) １６日(火)  

出産編  ３０日(火)  

妊婦歯科健診 １９日(火) １６日(火) （13：30～14：00）  

※わくわくの集い 

(約２ヵ月のお子さん対象) 
１９日(火) １６日(火) 14：00～15：00  

※にこにこ広場 

(6 か月のお子さん対象) 
２０日(水) １７日(水) 10：00～11：30  

※離乳食講習会 ８日(金) 1２日(金) 13：30～15：00  

◎3 ヵ月児健康診査 ７日(木) ４日(木) （13：00～14：00）  

◎1 歳６か月児健康診査 ２１日(木) １８日(木) （13：30～14：15）  

◎3 歳児健康診査 ２８日(木) ２５日(木) （13：30～14：15）  

※発達相談 ８日(金) 1２日(金) （10：00～10：30）  

※4・5 歳時発達相談 ７日(木)  午前中  

予防接種 BCG 1４日(木) １１日(木) （14：00～14：45）  

◎・・対象のお子さんに健康診査の案内を送付します。 

※・・予約制               問合せ：東成区役所保健福祉課 

 

    

～支援室だより～ 

 ～健診等の日程～ 会場：保健福祉センター分館(大今里西 1-19-29) 

 

 

東成区役所からのお知らせ 問合せ：健診等 06-6977-9882、子育て支援室 06-6977-9157 

２０２１年１０月・１１月 

＜東成区子育て支援情報紙＞ 

【編集後記】編集委員 東成図書館 

 お天気も良く、いろいろな場所におでかけしたくなる季節になりましたね。お外で思いっきり体を動かしてもいいし、「読書の秋」

ということで、読みたい本を読んでリフレッシュしてみるのもいいかもしれません。忙しい日々のひと息つける場所でもありたいと

思っていますので、ぜひ気軽にお立ち寄りください。ふれあい子育てねっとの紙面に関して、お気づきになった点やわかりにくい点

等がございましたら、発行元（東成区社会福祉協議会）までご連絡をお願いいたします。 

  

  

 

プレママ・プレパパ講座 
子ども・子育てプラザ 06-６９７６－０３００ 

要申込・無料 第８２号 

 

～赤ちゃんを迎える準備をしませんか～ 

初めて出産を迎えるママ・パパを対象に、出産 

前後の心身の変化や気をつけることを学びます。

沐浴やオムツ替えなどを実際に体験します。 

発 行 元  社会福祉法人 

 大阪市東成区社会福祉協議会  

 住所  大今里南３ -１１ -２  

 電話  06-6977-7031 

編集委員  東成区役所  保健福祉課  

 東 成 図 書 館  

 東成子育て支援センター  

 東成区子ども・子育てプラザ  

東成区で出会って地域につながって安心♡笑顔で子育てしよう！ 
～うちの子も、よその子も、みんな大切な東成の宝～ 

対 象：市内在住のはじめてママ、パパになる方 

※受講時に概ね妊娠６か月～８か月の方 

※お一人での参加もお待ちしています！ 

定 員：6組(応募多数の場合は抽選) 

申込み：東成区子ども・子育てプラザ 

電話、来館にて(月曜日、祝日休館) 

 

お役にたちます！ 

小児救急支援アプリ 
 

大切なお子さんの症状から「緊急性」を判断し、 

救急車を呼ぶべきか？救急相談すべきか? 

医療機関を受診すべきか？の判断をアプリで 

行うことができます。 

医療機関を受診する場合は、近くの医療機関 

（大阪府内）がアプリに表示され、ワンタッチ 

で電話をかけることができ、地図も表示されま 

す。 

  

日時：１０月２３日(土)10：００～12：００ 

場所：東成区在宅サービスセンター 

(大今里南 3-11-2) 

申込期間：１０月５日(火)～１０月１５日(金) 

 

 日時：１１月２１日(日)10：００～１２：００ 

場所：東成区子ども・子育てプラザ 

(東中本 2-3-16) 

申込期間：１１月２日(火)～１１月１３日(土) 

 

 

東成図書館では、「居心地がよくて本やおはなしの世界がもっと好きになる」空間を作るため、 

子ども向けスペースをリニューアルしました。親子で一緒に本の世界を楽しんでみませんか？ 

【第２４回大阪市図書館フェスティバル】 

 秋のおたのしみ会～「あんころもち」の楽しい人形劇 
 開催日時：１０月２３日（土）①１４：００～ ②１４：４５～ 

 開催場所：東成図書館 多目的室 

 内容：子どもから大人まで楽しめる人形劇などをします。 

 定員：各回事前申し込み・先着順２０人 

 申込み：１０月７日（木）１１時から２２日（金）１７時までに、カウンターか電話にて 

 出演：人形劇グループ「あんころもち」 

東成区民センターの８階です。 かわいい壁飾りの下で楽しく絵本選び♪ 

窓が見えるベンチで 

落ち着いて本を読めます。 授乳室にはおむつ替え台もあります。 

乳幼児向けのお楽しみ会など 

楽しいイベントもたくさん！ 

大阪市 

赤ちゃんの駅 

MAP 
アプリのダウンロードは 

「小児救急支援」で検索 

ようこそ！ 


