
岸和田子育てガイド 

みんなでこそだて 
No.14 2016 年 4月発行 

 

「岸和田市在住の人が使える、子育てサロンや広場、園庭開放なんかの情報が、コンパクトにひとめで分かるものはないかなぁ…」そんな声から、生まれました。 
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病児保育施設が 2 か所になりました！ 

東光みやまえ病児室(New!) 

☆岸和田市宮前町 24-5 ２F 

☆072-440-0038  

つながらない時は東光こども園

429-1050 まで 

☆医師が常駐する施設ではあり

ませんが、医師と連携を取って運

営しています。 

☆東光こども園・東光みやまえ乳

児室在園児には、給食提供できま

すが、必ず予約して下さい。施設

都合で対応できないこともござ

いますが、ご理解ください。 

らっこ病児保育室 

☆岸和田市下松町 1-3-9 

☆072-439-0041  

つながらない時はあぶみ小児クリ

ニック 439-0091 まで 

☆連日利用でも、毎朝の診察が必

要です。(別途診察料が必要です) 

☆16 時以降医師が不在となるた

め、早めのお迎えをお願いします。 

１ 利用登録票を手に入れる 

 保育課、東光みやまえ病児室、東光こども園、らっこ病児

保育室に置いてあります。岸和田市のホームページからもダ

ウンロードできます。

https://www.city.kishiwada.osaka.jp/site/minna-de-

kosodate/byuoujibyougojihoiku.html) 

 使う予定がありそうな人は、子どもが 

生まれたら手に入れておくと便利！ 

１ 空き情報の確認と予約 

 前日か当日に！空き情報はその時に電話で確

認して下さい。 

☆定員は、それぞれ 9 名程度です。 

☆病状等の種類によっては、定員以下でもお断

りする場合があります。ご理解ください。 

２ 利用登録票を提出 

 必要事項を記入して、保育課、

東光みやまえ病児室、東光こど

も園、らっこ病児保育室のいず

れかに提出。毎年利用登録が必

要です。 

 一度提出すると、両方の施設

が利用できます。 

利用する前に 

利用したい！ 

２ 利用意見書、利用申込書を提出 

 意見書は、岸和田市ホームページからも

ダウンロードできます。各施設にも置いて

あります。 

☆開園日 月曜日から金曜日 

☆利用時間 7：30～19：00 

☆利用料 1 日 2,000 円 

もちもの 

着替え(3着くらい)、下着(3

着くらい)、フェイスタオル(3

枚くらい)、汚れ物入れ(ビニー

ル袋 2枚程度)、バスタオル 2

枚 

昼食(レトルト、ベビーフード

可)、お茶、おやつ 

☆乳児の方は、粉ミルク、紙

おむつ(必要枚数)、哺乳瓶、エ

プロン、おしりふき等ご用意

ください。 

☆昼食は予約にて用意可能。

別途 500円必要。アレルギー

対応はできません。 

☆アレルギーのあるお子さん

は、必要な食器も持参して下

さい。 

☆持ち物には全て記名して下

さい。 

☆常備薬、処方薬、薬の説明

書 

☆高熱時は冷えピタ等ご用意

ください。 

利用できるのは？ 

①岸和田市内在住の生後 57 日か

ら小学校3年生までのお子さんが

対象の施設です。 

②子どもが病気であるこ

と、保護者が就労・通学・

通院・看護・介護・入院等

で、家庭での保育が困難な

場合 

③子どもの病気の症状が以下の場合 

☆病気の回復期 

☆病気の回復期に至らないが、症状の

急変が認められない場合 

☆熱の目安は、37.5℃以上 

症状が重い場合は、病院に行ってしか

るべき処置をしてもらいましょう！ 

ところで病児保育って？ 

子育てと就労の両立支援の一環として、保育園等に

通っている乳幼児や児童が「病気の回復期」や「病

気の回復期に至らないが、症状の急変が認められな

い場合」において、集団保育が困難な時期に一時的

にお子さんを専用の施設でお預かりする事業です。 

          (岸和田市ホームページより) 



公立幼稚園２３園で園庭開放 

☆ぴよちゃんひろば 

 親子で安心して遊ぶことができる幼稚園の園庭を開放しま

す。申込み不要です。 

 対象 未就園児（０～５歳児）と保護者 

 日時 第２・４月曜日 10 時半～11時半 

※園行事や雨天の場合、開放しない園もあります。 

※車での来園はご遠慮ください。 

※傷害保険に加入していただきます。 

 １年間有効、子ども一人１００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公立保育所園庭開放おひさま 

＊公立保育所で開催しています。毎週火曜日です。4 月は第 3 週からです！ 

＊事前申し込みは要りません。参加費は無料です。ただし傷害保険料として

年間 100 円が必要です。 

＊徒歩 自転車 バギーでお越し下さい。 

☆おひさま（9:30～11:00） 

就学前の子どもたちの遊びの場です。親子で一緒に身体を動かせて遊びまし

ょう。同じ年齢の子どもたちと触れ合って、楽しく遊びましょう。 

双葉児童園 

毎週水曜日 9：30～11：00  

要電話問合せ 

八木こども園 

毎週水曜日 9：30～11：00 

雨天時は園舎で行います 

この花子ども園 

毎週火曜日 9：00～11：00 

親子ふれあい教室 

日時 5/19、6/16、7/7 

  9:45～受付 10時～11時 

  要電話予約 

場所 春木旭町会館 

はちまん認定こども園 

毎週木曜日 9：30～11：00 

認定こども園五風会保育園  

毎日 9:30～11:00 

     16:00～日没 

光陽保育園 

(岸和田地域子育て支援センター) 

毎週水曜日 9：30～11：30  

要電話問合せ 

光明保育園 

毎週金・土曜日 9：30～11：30 

やまだい保育園 

毎週木曜日 10：00～11：30 

認定こども園天神山保育園 

月～金 10：00～11：30  

    16：00～17：00 

山直南こども園 

毎週火曜日  9：30～10：30 

東岸和田保育園 

月～金 10：00～11：30 

認定こども園 

ピープル久米田チャイルドスクール 

キッズプレイランド 

毎週木曜日 10：00～11：30  

※見学・育児相談受付けます 

久米田保育園 

第１・３火曜日 9：30～11：00 

星光保育園 

第１・３火曜 10：00～11：30 

要電話問合せ  

東光こども園 

毎週水曜日 9：30～11：00 

認定こども園 

ピープル大芝チャイルドスクール 

キッズプレイランド 

毎週火曜日 10：00～11：30 

※見学・育児相談受付けます 

城東保育園 

毎週火曜日 9：30～11：00 

 

認定こども園 

ピープル八木南チャイルドスクール 

キッズプレイランド 

毎週木曜日 10：00～11：30  

※見学・育児相談受付けます 

新条保育所 

毎週火曜日 9：30～11：00 

中央保育園 

毎週火曜日 9：30～11：00 

公立保育所あかちゃんルーム 

対象 未歩行のお子さんと保護者 

日時 毎週火曜日、13:30～14:30 

   4 月は第 3 週からです 

場所 公立保育所 各園 

申込み 不要 

参加費 無料(初回に傷害保険料として 100円) 

    保険料は 1年間有効です。 

＊徒歩 自転車 バギーでお越し下さい。 

看護師や調理師がいます。どうぞお気軽に！ 

城東保育園赤ちゃんルーム 

すくすく baby ちゃん 

毎週火曜日 13：30～14：30 

中央保育園赤ちゃんルーム 

すくすく baby ちゃん 

毎週火曜日 13：30～14：30 

ベビーさくらんぼ 

対象 常盤小学校区在住の 1 歳未満

児とその保護者 

場所 桜台市民センター 

第１金曜日開催 

詳細は町内掲示板か岸和田市社会福

祉協議会へ 

園 庭 開 放 

1 歳未満、 

未歩行の赤ちゃん 

妊婦さんのための催し 

自由来館「さくら」 

月 2 回、午前の「さくら」始めました 

対象 未歩行の赤ちゃんと保護者 

場所 子育て支援センターさくらだい 

日時 第 1・3(金) 10:00～11:00 

   月・水・木・金 13:30～14:30 

  4/1(金)午前はありません。 

※申し込み不要  

チャイルド広場 

(ピープル３園合同園庭開放) 

開催 年３回程度 

詳細はピープル久米田チャイルドス

クールまでお問い合わせください。 

あかちゃんサロン 

場所  市立公民館（堺町） 

日時  ４月・６月第１木曜日 10:00～12:00 

対象  未歩行児とその保護者 各回先着 20 組 

申込み ２か月前から受付開始（要予約） 

ぷちママ(子育て支援センターさくらだい) 

妊婦さんのための交流ひろばです。 

月に 2回、第 2・4 火曜日 13:30～14:30 

場所 子育て支援センターさくらだい 

日程 4/１２、５/１０、６/14 

場所 桜台市民センター 

日程 ４/２６、５/２４、６/２８ 

赤ちゃんひろば(子育て支援センターさくらだい) 

対象 ３ヵ月～１歳未満児と保護者 

３回１クール、時間はすべて 10:00～11:00 

場所 支援センターさくらだい  

日程 ４/20、４/27、５/11(水)  申し込み４/11～ 

場所 新条公民館 

日程 ５/24、５/31、６/７(火)  申し込み５/９～ 

場所 女性センター 

日程 ６/28、７/５、７/12(火)  申し込み６/６～ 

※問い合わせ、申し込みは支援センターさくらだいまで 

赤ちゃんルーム in 保健センター 

対象 未歩行の赤ちゃんと保護者 

場所 保健センター 

日時 ５/17、６/21(火) 10:00～11:00 

※申し込み不要  

お問い合わせは子育て支援センターさくらだいまで 

公立幼稚園  

☆３歳児体験保育☆ 

３歳児（Ｈ24.4.2～Ｈ25.4.1）を対

象に親子で遊びます。日時・申し込

み等詳細については各園にお問い合

わせ下さい。 

※全園、満３歳児から参加できます 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

つくしんぼ文庫 

場所 久米田保育園 

日時 毎週月曜日 14：00～17：30 

   第１土曜日 12：00～14：00 

お話の会（絵本、手遊び） 

場所 星光保育園 

日時 第２・４火曜日 10：00～11：30 

あいあい 

場所 天神山公民館 

日時 第１水曜日 10：00～11：30 

天神山保育園の保育士が、開催協力しています 

問合せ・詳細は町内掲示板、社会福祉協議会へ 

親子で遊ぼう 

場所 児童家庭支援センター岸和田 

日時 毎週木曜日、第１、２、５金曜日 

   1、2 月の第４金曜日 10：00～12：00 

対象 未就学児と保護者 

市立公民館キッズルーム 

対象 未就学児と保護者 

場所 市立公民館(堺町) 

日時 毎週木曜日 10：00～16：00 

   第１木曜日は午後のみ 

室内、サロン、文庫 

はるきキッズルーム 

場所 市立公民館分館(春木市民センター内) 

○毎週水曜日 10：00～12：00 

 対象 2歳未満の子どもと保護者 

○毎週木曜日 14：00～16：00 

 毎週金曜日 10：00～12：00 

 対象 4歳児以下の子どもと保護者 あさひキッズルーム 

場所 旭地区公民館(東岸和田市民センター内) 

対象 未就学児と保護者 

日時 毎週水曜日 10：00～16：00 

ときわキッズルーム 

場所 常盤地区公民館(桜台市民センター内) 

対象 未就学児と保護者 

日時 第２木曜日 10：00～12：00 

「ハッピー ♡ アイアイ」「You too ♡」 

 子育てサークル（市立公民館） 

対象 ０歳から入園前の子どもと保護者 

問合せは市立(堺町)公民館まで 

親子サロンカンガルー 

対象 大宮小学校区の未就学児と保護者 

場所 大宮青少年会館 

曜日 第 3水曜日 

Sun・サン 

対象 未就学児と保護者 

場所 城東小学校 

曜日 第１土曜日 

こうみょう 

対象 光明小学校区の未就学児と保護者 

場所 光明地区公民館 

曜日 第 2水曜日 

作才っこ 

対象 未就学児と保護者 

場所 作才町会館 

曜日 第 3金曜日 5月のみ第 4 金曜日 

てんとうむし 

対象 未就学児と保護者 

場所 八木幼稚園 

曜日 第 3月曜日 

子育てサロンとうこう 

対象 東光小学校区の未就学児と保護者 

場所 東光こども園、東光幼稚園、保健セ

ンター各町内掲示板を参照してください 

曜日 第 3火曜日 

ワンワン 

対象 未就学児と保護者 

場所 山直市民センター 

曜日 第２水曜日 

なかよし 

対象 未就学児と保護者 

場所 新条地区公民館 

曜日 第４水曜日 

メェーメェーやぎきた 

対象 未就学児と保護者 

場所 箕土路町老人憩の家 

曜日 第３月曜日 

 

かるがも 

対象 未就学児と保護者 

場所 八木市民センター 

曜日 第 3木曜日 

みるきぃ 

対象 未就学児と保護者 

場所 大芝地区公民館 

曜日 第２金曜日 

 

ちょうよう 

対象 未就学児と保護者 

場所 上野町西会館 

曜日 奇数月第２水曜日 

めだか 

対象 修斉小学校区の 

   未就学児と保護者 

場所 葛城町会館 

曜日 第２金曜日 

 

フレンズはるき 

対象 未就学児と保護者 

場所 春木地区公民館 

曜日 第２金曜日 

バンビ 

対象 未就学児と保護者 

場所 土生町会館 

曜日 第４木曜日 

この実 

対象 未就学児と保護者 

場所 城北地区公民館 

曜日 第２水曜日 

やまたき 

対象 未就学児と保護者 

場所 山滝幼稚園 

曜日 第 1水曜日(4月のみ第 2 水曜) 

各小学校区子育て

サロン 

民生委員児童委員、主

任児童委員、ボランテ

ィアなどが担当してい

ます。 

詳細は町内掲示板 

または岸和田市社会 

福祉協議会へ 

お問合せ下さい 

さくらんぼ 

対象 常盤小学校区の未就学児と 

保護者 

場所 桜台市民センター 

曜日 第 3金曜日(10 月はお休み) 

校区内居住

している方

が対象です 

ももたろう 

対象 未就学児と保護者ときょうだい 

場所 山滝地区公民館 

日程  詳しくは町内掲示板等参照 

 

パパサロン 

パパの絵本大作戦！ 

日時 4/10(日) 15:00～17:00 

絵本のすすめ。こっそり教えます パパが

読む絵本のツボ！ 

パパとダンボール工作 

日時 6/12(日) 15:00～17:00 

ダンボールを使って、秘密の基地作りに挑

戦だ！ 

 

いずれも 

場所 市立公民館（堺町） 

対象 １歳半以上の子どもと男性保護者 

定員  各回先着 15組(要予約随時受付) 

費用 無料 

持ち物 子どものおやつ、お茶 

えほんひろば 

対象 就学前の子どもと保護者 

場所 子育て支援センターさくらだい 

日時 ４/４、５/２、6/６（第１月曜） 

10：00～1２：00（時間内出入り自由） 

※申し込み不要  

こやぎちゃんルーム 

自由に遊べる親子の交流の場です。 

対象 就学前の子どもと保護者 

場所 八木市民センター 

日時 ４/６、６/１（第１水曜） 

10：00～11：00（時間内出入り自由） 

城内パーク 

対象 城内小学校区の未就学児と保護者 

場所 南上町公園 

日時 第 4 木曜 10:00～11:00 

子育てサロンくぷくぷ 

対象 未就学児と保護者 

日時 第 3水曜日 

場所 UR 都市機構春木団地集会所 

どこの校区で

もお越しいた

だけます 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

テーマ学習、行事など 

 

岸和田地域子育て支援センター 

乳幼児を育てている母親や父親、その家族を対象に子育て

支援事業を行っています。子育てに不安や疑問を持ってい

る人、情報交換をしたい人は気軽にご相談、ご参加下さい。 

※家族みんなで参加できる

『ファミリーズクラス』『子

育て講座』、季節に応じた催

しの『あそび教室』などもご

ざいます。 

こちらもご参照ください。 

http://www.ibs-as.com/koyo/kosod

ate/ 

※光陽保育園及び上記の事業は、広報に

てお知らせしています。 

※子育てサロン、ボランティアサークル

の支援に、おもちゃや絵本等の貸し出し、

講師・保育士等の派遣も行っております。 

※時期は不定ですがお父さんのための

『ダディーズクラス』も実施しています。 

岸和田地域子育て支援センター(光陽保育園) 

童歌を聴きながら、目で見て手でふれて、赤ちゃんの身体の

声を感じてませんか。 

日時  5/13、5/27、6/10 全て金曜日 10:00～11:00 

対象  1歳未満児と保護者で、3回とも参加できる人 

申込み 4/18(月) 9:30～電話で。先着 20 組 

持ち物 バスタオル、飲み物、フェイスタオル、着替え 

あそび教室、親子教室 親子教室 

場所 五風会保育園 

日程 月一回 火もしくは水曜日 

申込み、お問い合わせはお電話で 

ふれんどパーク 

対象 就学前の子どもと保護者 

場所 東岸和田公園 

日時 4/21、5/19、6/16 

      10：00～11：00 

     （雨天はめだか保育園ホール） 

場所 尾生久米田第 3 公園 

日時 4/27、5/25、6/22 

   15:00～16:00(雨天中止) 

場所 ときわ公園(雨天中止) 

日時 4/14 10:00～11:00 

ベビーマッサージ 

児童家庭支援センター岸和田 

日時 原則第 2火曜日、第 3 金曜日 ※お申込み必要です 

   10：00～11：00 

対象 1 歳未満児とその保護者。保育あり。 

保育は前月月末までにお申し込みください。 

持ち物 バスタオル、飲み物 

実施日一週間前～前日に予防接種をしたお子さんは、マッサ

ージできません。 

天神山公民館 

日程 第 2水曜日 

対象 1 歳未満児と保護者 天神山小学校区以外の方も OK 

詳細は町内掲示板か岸和田市社会福祉協議会へ 

公立幼稚園 3 歳児体験保育 

対象 3 歳児と保護者 

   (H24.4.2～H25.4.1 生まれ) 

日時、申込み等詳細は各公立幼稚園まで

お問い合わせください。 

※全園満 3歳児から参加できます。 

あそびのひろば 

対象 歩行を始めた 2 歳未満の子ども 

      と保護者 

時間はすべて 10：00～11：00 

場所 子育て支援センターさくらだい 

日程 ５/12、６/９（木） 

場所 女性センター 

日程 ４/28、５/26、６/23（木） 

☆家庭教育学級 

子育てについて学習します 

対象 幼児のいる保護者。１歳半～就学前までの保育もあります 

「たんぽぽ」市立公民館（堺町） 

「のび・のび・のび」旭地区公民館(東岸和田市民センター内) 

「すまいる」山直地区公民館（山直市民センター内）       問合せは各公民館まで 

ぷちこうよう 

1 歳児プレイクラス 前期 

対象 1 歳児と保護者 

   下記 3 回とも参加できる人 

日時 5 月 6月 7月の第 3 金曜日 

   9:00～10:00  

2 歳児プレイクラス 前期 

対象 2 歳児と保護者 

   下記 3 回とも参加できる人 

日時 5 月 6月 7月の第 3 金曜日 

   10:30～11:30  

★各クラス共通★ 

申込み 4/18(月)～4/22(月) 

    9:30～ 電話で(抽選 8 組) 

場所 岸和田地域子育て支援センター   

   光陽保育園内 

マザーズクラス 法律とは？part4 

好評につき 4 回目の開催です。法律の「ほ」

の字から学んでみませんか 

対象 未就園児と保護者 申込不要 

日時 6/8(水)9:30～11:30 

講師 滝井明子氏 

キッズクラブ こいのぼり制作 

いろんな材料や素材を使い、世界にひとつし

かないオリジナルのこいのぼりを作りまし

ょう。 

対象 未就園児と保護者 申込不要 

日時 4/27(水)9:30～11:30 

マザーズクラス 兄弟姉妹の育て方 

平等に育てる、頭では分かっていることで

すが、偏りがちです。これを機会に振り返

ってみましょう。 

対象 未就園児と保護者 申込不要 

日時 5/11(水)9:30～11:30 

はじまりの会 

子育ては分からないことだらけ。センターは

そんなパパ、ママの力になります。子育ての

仲間づくりの輪をひろげましょう 

対象 未就園児と保護者 申込不要 

日時 4/20(水)9:30～11:30 

元気っこサロン  

アレルギーについて 

アレルギーは免疫システムが過剰に反応す

る状態です。原因と見落としがちな対処と

対策を一緒に学びましょう。 

対象 未就園児と保護者 申込不要 

日時 5/18(水)9:30～11:30 

マザーズクラス 

トイレトレーニング 

トイレトレーニングの開始時期について一

緒に学んでみませんか 

対象 未就園児と保護者 申込不要 

日時 6/15(水)9:30～11:30 

七夕まつり 縁日 

いつの時代も縁日は大人気。小さな子

どもが楽しめる、昔ながらの夜店やゲ

ームで一緒に楽しみましょう。 

対象 未就園児と保護者  

日時 7/2(土)15:00～17:00 

申込み 6/6(月)9:30～ 電話で 

    先着順 20組 

七夕 笹飾り 

星に願いが届くよう、親子で七夕飾りを

作りましょう。 

対象 未就園児と保護者 

日時 7/6(水)9:30～11:30 

申込み 6/6(月)9:30～ 電話で 

    先着順 20組 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 日本の子育て支援政策は「どちらかの健康な祖父母が近居し、いつでも手助けが得られ、共働きであれば、どちらかが近隣で就労している」こと

が前提なのだなぁ…とつくづく思います。20年前に比べると、30 代の平均年収は半分ほどに下がっていると言っても過言ではなく、可能な限り

夫婦ともにフルタイムで就労することが当たり前になっています。では、それを支える社会環境は…というと、とてもお寒いのが現状です。祖父母

が要介護になったら、岸和田市内に住む夫婦がふたりとも堺市以北に就労していたら、その夫婦にいつでも手助け可能な親族がいなかったら…？ 

 あと一つ、何かが起これば、子育てどころか生活に行き詰まることは、想像に難くありません。子育て中の、特に小学校までのお子さんのいる家

庭というのは、けっこう危ない橋を渡っているようなものなのです。 

 このリーフレットの編集をしながら、いつもいつも「なんだかなぁ…」と思ってしまうのです。 

 それぞれの場所で、子育て支援に関わる人たちそれぞれが、一所懸命やっているのも知っています。だからこそやるせない。 

 「保育所落ちた」のブログが話題になりましたが、あのような強い言葉を吐かざるを得ない状況をこそ、何とかしたい。そう思っています。 

児童家庭支援センター岸和田 福島直子 

 

 

大切なことは、事故の防止です。 

日頃から危険な物は子どもの手や目が届かないところやカギのかかるところへ保管し、使ったらすぐ片付けましょう。 

 

○年齢に応じて子どもの動きも目線も変わります。 

 ＜６か月～12 か月＞ 床や畳など、低い位置にあるものに注意！ 

 ＜１歳～２歳＞ テーブルの高さにあるものに注意！（台に登ることもある） 

 ＜３歳～５歳＞ 高い場所にも注意！（行動範囲がより広くなる） 

誤飲に注意するもの 

タバコや吸殻、液体蚊取り、硬貨、シャボン玉液、ブロックやスーパーボール

などの小さいおもちゃ、乾電池、ボタン電池、コイン電池（リモコン、ゲーム

機、体温計、おもちゃなど）、洗剤、灯油、防虫剤、化粧品、救急箱、薬、シ

ロップ薬、漂白中のコップなど 

＜タバコの誤飲＞ 

 誤飲の中で、最も多発するケースです。子どもはタバコ 1／2 本から１本分のニコチンで致死量となってしまいます。

タバコが捨てられている茶色の水を飲んだり、濡れたタバコを食べてしまうことがいちばん危険です。誤飲した量が多い

場合は、救急車、あるいは救急病院に至急連絡をとりましょう。 

（防止策）・吸殻を正しく処理しましょう。（ジュースの缶にタバコを捨てて、子どもが誤飲することがあります） 

・灰皿やタバコは、子どもの手を届かない場所に置きましょう。 

・ぜひ禁煙しましょう。 

＜ボタン電池や磁石の誤飲＞ 

  飲みこんでしまうと、体内で「化学やけど」を起こし、胃に穴があくこともあります。無理に吐かせずに医療機関を受

診しましょう。 

 （防止策）電池のふたが開きにくい製品を選ぶ、電池のふたをテープなどで固定しましょう。 

＜灯油、殺虫剤などの石油製品の誤飲＞ 

  灯油、殺虫剤、マニキュア除光液、キャンドルオイルなどの石油製品は、気管に入ると肺炎を起こします。飲んでしま

っても無理に吐かせずに医療機関を受診しましょう。 

（防止策）灯油、殺虫剤などをペットボトルなどの食品の容器に移しかえないようにしましょう。 

 

誤飲事故が起きたとき、判断に迷ったら問い合わせを！ 

大阪中毒 110 番市民専用電話 072-727-2499（365 日 24 時間対応） 

タバコ専用電話 ※テープによる一般市民向け情報提供 

072-726-9922（365 日 24 時間対応） 

意識がない、けいれんを起こしているなど、重い症状があれば救急車を！ 

 

 

         子どもの誤飲事故は 

   大人がちょっと目を離したスキに起きています！ 
 

小児誤飲事故 

医薬品・医薬部外品 96件 

タバコ       94件 

プラスチック製品  60件 

玩具        51件 

金属製品      50件 

平成25年度全国16か所の

厚労省の指定するモニター

施設での調査です 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          岸和田市のホームページにも情報が掲載されています。ぜひのぞいてみてね → 

                                                 (PDF ファイルです) 

 

電話相談できるところ 

  岸和田地域子育て支援センター 428-2880        民間保育園・認定こども園全園  

  下松町 光陽保育園内                                 電話育児相談 随時 連絡先は以下一覧ご参照ください 

  育児・発達相談(祝・休日、年末年始のぞきます)         大阪府知事認定の地域貢献支援員(スマイルサポーター) 

  電話相談 月～土曜日 9：00～15：00               が在籍しています 

  面接相談 月～土曜日 9：00～15：00         電話相談 月曜～土曜 7:00～19:00 

       要予約(緊急の場合は随時)                  公立保育所全園 連絡先は以下一覧をご参照ください 

 子育て支援センターさくらだい 445-1962             電話相談 月曜～土曜 7:00～19:00 

  桜台保育所内                                       公立幼稚園全園 連絡先は以下一覧をご参照ください 

  電話育児相談 月～金曜日 9:00～17:00 電話相談    電話相談 月曜～金曜 8:30～17:00 

  面接相談   月～金曜日 9:00～17:00(要予約)    岸和田市保健センター 423-8811 

 児童家庭支援センター岸和田 421-2000         月曜～金曜 9:00～17:30 

  電話相談 9:30～15:00 (原則月～金曜)  

  面接相談 9:30～15:00 要予約(臨床心理士が対応します)   話してみると、意外にすっきりすることもあるよ 

       原則月～金曜、祝日休日、年末年始のぞく。      トライしてみよう！ 

         

保育所・保育園・認定こども園一覧(市外局番 072) 

  私立保育園 

    双葉児童園 422-2801  中央   438-1981  新条  445-2671  星光 443-4819 

    光陽    427-8855  久米田  443-1056  光明  443-6410  城東 443-4451 

    東岸和田  426-6000  めだか  422-2923  杉乃木 438-8646   

  認定こども園 

    山直南 445-0482  はちまん 438-4541  やまだい 444-6857   天神山 426-6031 

    東光  429-1050  八木   445-2472  ピープル久米田チャイルドスクール 448-6236 

    ピープル八木南チャイルドスクール 441-0506   ピープル大芝チャイルドスクール  438-3571 

        五風会 431-3449  この花  444-5087 

  公立保育所 

    浜 422-0198    千喜里 422-1344   大宮 445-7464  旭  427-7934   

  山直北 445-0355     春木 439-6431   城北 444-3785  城内 439-9981  

  八木北 443-2995     桜台 444-6291   修斉 427-9767    

幼稚園一覧(市外局番 072) 

 私立幼稚園 

   春木カトリック幼稚園 443-5225  聖母幼稚園 437-1687   岸和田いずみ幼稚園 427-1952 

 公立幼稚園 

  岸城 422-0881   浜 431-2790    朝陽 439-6160   東光 422-6278   旭 427-4973 

  太田 427-8884   天神山 428-6113  修斉 428-5329   東葛城 446-3416  春木 422-1477 

  大芝 439-8258   大宮 445-1053   城北 444-3668   新条 444-2461   八木北 443-6577 

  八木 445-4552   八木南 444-1090  光明 444-0763   常盤 427-1441   山直北 444-1115 

  城東 444-7186   山直南 479-0836  山滝 479-0807 

 

その他お問い合わせ一覧(市外局番 072) 

        ※保育課           423-9482   ※市立子育て支援センターさくらだい 445-1962 

     ※教育委員会学校教育課    423-9683   ※岸和田地域子育て支援センター   428-2880 

     ※児童育成課         423-9480   ※健康推進課(保健センター)     423-8811 

     ※社会福祉協議会       437-8854   ※岸和田保健所           422-5681 

     ※ファミリーサポートセンター 437-7933   ※児童家庭支援センター岸和田    421-2090              

     ※市立公民館(生涯学習課)    423-9615   ※春木市民センター         436-4500  

     ※東岸和田市民センター    428-6711   ※山直市民センター         441-1451 

     ※八木市民センター      443-6848   ※桜台市民センター         428-9229 


