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校区 リビング名 開催日時 会場住所 校区 リビング名 開催日時 会場住所

城内

喫茶ひだまり
第2金曜日

13:00～ 15:30

南上町 1丁目会館

南上口け1-32-32

′ヽ木北

下池田東町

ふれあいの里

毎週土曜日

8:30～11:00

府営下池田住宅集会所

下池田町3-13■

カフェなごみ
第3木曜日

10:00～ 11:30

南上町2丁目会館

南上町2-21-2

カフェていえら
第3水曜日

14:00～ 16:00

有料老人ホーム

シ エラ岸和田下池田

下池田町152

朝陽

桜井珈球
毎週土曜日

14:00～ 17:00

個人宅で開催

下野町5-11-13
おしゃベリカフェ

第 2・ 4水曜日

15:45～ 17:30

NPO法人 あゆみ

下池田町 1→■1

いこい
第3木曜日

10:00～ 12:00

高齢者ふれあいセンター朝陽

下野町5-3-3

人木南

チャムーJレ

第 4土曜日

13:30～ 15:00

グループホーム アムール

lLjttR「 686-7

茶話きたの

第2本曜日

10:00～ 12:00

北野町集会所

下野町 2-11
みんなのOKハウス

第 3土曜日

13:00～ 15:00

OKハウス友

小松里町2064MKビル

101号

東光

こころの居場所
奇数月第3土曜日

14:00～ 16:00

福祉センター

野田町 1-5-5
新条

られあいリビング

ほしがおか

月・水・金・日曜日

9:00～ 16:00

府営荒木住宅集会所

荒木町2-22

別所♪茶居夢
第 2・ 4水曜日

13:00～ 10:00

個人宅で開催

Bll所町 1-20-28
城Jヒ

絲 あいリビング

春ケ丘の郷

毎週月・水曜日

10:00～ 15:00

府営春木住宅集会所

吉井町 1-5-11

大 田

フラワーサロン
第 1土曜日

9:00～ 11:00

府営土生住宅集会所

土生町5-12-18
リビングゆずる

第 4木曜日

13:30-15:30

府営春木旭住宅集会所

春木旭町 12-2-101

縁カフェ
第4金曜日・第2土曜日

14:00～ 16:00

グルー琳 ―ム大阪縁ケ丘

流木町668-1

常盤

喫茶たんぽば
第 1・ 3水曜日

13:30～ 15:30

上松町西町会館

」
=‖
螢田『 358… 280

緑寿カフエ
第 3土曜日

13:30～ 15:30

デイサービスセンター緑寿荘

流木町068-1
喫茶きくら

第 1・ 3土曜日

13:30～ 16:00

上松町東町会館

上松町 610-234

畑村サロン
第 1・ 3月曜日

13:00～16:00

畑町会館

畑町 1■-22
サンフォレストときわ

第 2・ 4木曜日

13:30～ 15:30

個人宅で開催

下松町 2-13-20

修斉 土生滝町ほつとサロン
第 3日 曜日

13:30～ 15:30

土生滝町会館

土生滝町615-1

大 宮

ほつとリビング西之内
第 1・3木曜日・第3日曜日

9:30～ 13:00

西之内町会館

西之内町 5卜16

天神山

あいサロン
第4水曜日

13:00～ 15:00

天神山地区公民館

天神山町2■-1
街角ほっとサロン

火・水・木・金・土曜日

9:00～ 16:00

個人宅で開催

加守町4-26-3

3丁ロミニあい

サロン

奇数月最終全曜日

13:00～ 16:00

天神山3丁目F自治会館

天神山町3-7-2

ニコニコサロン

第 1水曜日

11:00～ 15:00

第 3日 曜日

9:30～ 18:00

加守町4丁 目町会館

加守町 4-26

1丁ロミニあいサロン
第1火曜日

13:00～ 15:00

府営天神山団地集会所

天神山町143

山直北

ピアノカフェ
第3木曜日

13:00～ 16:00

個人宅で開催

田治米町 79

春木

なごみ
第4月 曜日

13:30～ 15:00

UR都市機構春木同地集会所

春木泉町 1■
ふれあい喫茶

毎週水曜日

13:00～ 16:00

貴金塚 I期町会館

岡山町31卜144

おしゃベリ処

Freo Space

月～金曜日

10:00～ 16:∞

春木若松町5-3

グレースアベニユーlF
キラキラ喫茶

毎週全曜日

10:00～ 14:00

黄金塚E期町会館

岡山町 78←107

大 芝 磯のカメ
毎週火曜日

13:00～ 16:00

洋和国北特別養護老人ホーム

]臓」こ口『 3-3-13
つどいの場たんぼぽ

毎週月・金曜日

12100～ 16:00

個人宅で開催

岡山町369

八 木

ふれあいきつき

「たから箱J

毎月 1日

11:00～ 15:00

二月ケ丘町集会所

今木町410番

やんちゃ倶楽部
毎週木曜日

11:∞～16:00

個人宅で開催

岡山町 369

城東
いこいの場 第 4土曜日'13:30～ 15:30 田治米団地集会所 (田治米町 250)

ふれあい喫茶もみじ

毎週火曜・木曜日

10:00～ 12:00

府営大町住宅集会所

大町52

いきいきカフェ 第 1火曜日・13:∞ ～15:30 東ケ丘町会館(東ケ丘町808644)

山直南 お亀茶屋
第2日曜日

13:30～ 15:30

特別養護老人ホーム

千亀利荘(デイサ…ビス内)

積川町 358

カフェ「ひなた」
第 4日 曜日

9:30～ 11:30

阪南医療生協デイサービス

ひなた

大町 4‐1‐ 10
山滝

カフェ山滝 奇数月第 4火曜日 1■●|-15:●0 内畑町会館(内畑町955)

山荘茶屋 儡数月第 3火曜日 1● :30～ 15:● | 大沢山荘(大沢町440)



冬を じょうずに乗り越えま しょう !

11.冬め事故予闘
家で過ごす時間が長<なる冬場は屋内での事故が多<な ります。家庭内での手L幼児の事故で一番多いのがやけどです。

熱さの感覚がまだ発達していない享t幼児は熱い物に長<触れてしまう危険性があります。

暖房器具やスチーム式加湿器など吹き出し□が高温になるものがあるので、ゲ,卜などで直接触れることのないよう対策が必要です。

また、電気ケトルや電気ポットの蒸気を触つてしまったり、コードをひつかけて熱湯を被つてしまったりする事故も多<なります。

皮膚の薄い学L幼児はやけどが重症化しやすいので、手の届かないところに置き、コードを巻き取つておく対策をしましょう。

ホットカーペットや床暖房も遊んでいる時は問題ないですが、その上で寝てしまつた時は低温やけど
叩の危険性があります。

湯たんぼも低温やけどの恐れがありますので、必ずカバーをして、直接肌に触れないよう|「 しましょう。 』
「

ヽ講
その他にも、カップラーメンやアイロン、ヘフアイロンなど室内にはやけどの原因となる物がいつぱ

いあります。

「短時間なら大丈夫」「言い間かせたから大丈夫」と悪わずに、やけどを防ぐために常に注意しましょう。

12,冬の外遊び
寒い日に外遊びに出かけるのは風邪を引かせそうで怖いと思つていませんか。室内遊びだけでは子どももストレスが溜まり、

ぐずってしまうことで親子ともイライラしがちです。短時間散歩するだけでもリフレッシュでき、季節を感じることができます。

風の強い日や寒すぎる日は無理する必要はありませんが、冬も外に出かけるようにしましょう。

フードやひもでつながった手袋、長いマフラーなどは遊具でひつかけて首が締つて危険なので、外遊びの時は避けましょう。

手袋は滑つてうま<手すりや遊具につかまれないこともあるので危険です。

13.冬の健康管IPl

RSウイルス感染症、マイコプラズマ肺炎、インフルエンプ、感染性胃腸炎など様々な感染症が流行するこの時期、予防

接種や手洗いなどの感染症予防は家族全員で心がけましょう。子どもは新陳代謝が激し<、 冬でもよく汗をかきます。大人

よりも少し薄着にして、重ね着で調節しましょう。家の中と外の温度差も大きいので注意が嚇要です。汗をかいたままにし

てお<と、体が冷えるのでこまめに拭いたり、着替えたりするとよいでしょう。

岸和田市立保健センター
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☆いもあんの春巻き☆

<作り方>

① さつまいもは皮をむいて湯がき、熱いうちに
つls~iす。

② 砂糖、牛乳を加えて大にかけながら練り上げる。

③ 春巻きの要領で①を包み揚げる。

さめてから食べやすい大きさに

切る。

<材料>(子ども5人分の量)

春巻きの皮 5枚
さつまいも 200g
砂糖 20g
牛乳 50cc

く材料>(子ども5人分の量)

小麦粉 100g
ベーキングパウダー 3g

マーガリン 5g
砂糖 30g
たまご l lEl

白ごま 20g

<作り方>

① 小麦粉とベーキングパウダーは、合わせてふるつてお<。

② ボールにマーガリン、砂糖、卵を入れながら、順によく

すりまぜる。
③ ②に①、自ごまを加え、手でまとめ、2～3cmの国子

に丸める。

④ ③を低めの温度でゆつくり揚げる。

― ― ―

☆開□笑☆

諄 諄黎 奪諄 導キ 諄諄 諄諄



定期的に行われている園庭開放・ サロン・

親子教室・ ベピーマッサージなどの情報は

「みんなでこそだて保存版2016」 をご覧下さい。

季節の行事

お知らせなど

キッズクラフ『お正月遊び』

お正月には昔からの伝統、日本の遊び (た こあげ、こままわし、

すごろくなど)を楽しみたいもの。手作りのおもちゃで、お正月

遊びを楽しみませんか。

対象 未就園児と保護者 申込不要・ 無料

日時 1/11(水) 9:30-1130

元気つこサロン『アレルギーについて』

アレルギーは、免疫のシステムが過剰に反応する状態で、ア

ナフィラキシーシヨックで死に至ることもあります。食物、動

物、植物など、アレルギー疾患を引き起こす原因として見落と

しがちな対処、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 。無料

日時 1/18(水) 9:30～ 11:30

薬蝋 名漿薩菖ζ涵 響   ズ

: | ま露象蕊奮塚雇冒」零≧運鴛琶冒厭全黒Ъ模巫喜露腎源竃[垣票`
これ |  |  この一年間の保護者のスキルアップを振り返り、子

[れて、 |  | どもたちの成長を祝います。また、4月から就園する

~ ・                                              0‐ tJ-                                  0       ´

三 |マザーズクラス『就園・就学前の心構え』         | | 『まとめの会』

: 1  子どもが保育園 (所)や幼稚園に入園。成長を実感できる反面、これ

『園庭遊び』

子どもは風の子、元気な子という言葉があるように、子どもたちは季節を問わず外で遊ぶのが大好きです。寒さに慣れることは、子

どもの免疫カアップも期待できます。防寒着などで寒さ対策をしながら園庭遊びを楽しみましょう。

: 1 新しい環境でやつていけるのか…・。そんな不安を専門家の先生に問いて

: | みましょう。

。そんな不安を専門家の先生に問いて |  : 子どもたちの終了式をします。

躙  対象 未就園児と保護者 申込不要 0無料

= 1 対象 未就園児と保護者 申込不要 。無料 日時 3/8(水) 9:30～ 11:30
■ l 日時 3/8(水)9:30～ 11:30

露:忘鋭難ろ
―
意菫ン`:ョ
『

対象 :双子、三つ子など多胎出生のお子さんとその

保護者、ごきょうだい 。プレママ

※出入り自由 。お弁当の持込可

「午前中だけ」、「午後までゆつくり」など自由です。

気軽に遊びに来て下さいね♪

※事前予約要 。電話または HPよ りお申込下さいc

(2月 中旬頃 HPに 日程・詳細アップします。ご確認下

さい。HPア ップ後、「イベントお申込み」からご予

約できます。お電話は随時(9:20～ )受付けています。)

☆多鵬児ママのスタ
"フ

がいきす☆

働鵬児ならでけの青児の大変さをわからあえたら憾

しいてす♪これから多胎児の出産を控えている方も

大歓運

“

。子どもたち勝広い室内で思い切ιl遊ぼ

う ′

びよりゃんひうけ
親子で手作リコマを作りま
すので、ご参加<ださい。

日時 :1月 23日 (月)10時半～11時半

場所 :各岸和田市立幼稚園
★徒歩 。自転車でお越しくださしヽ
☆スリッパ等、上履きをご持参<ださい。
★詳細は各園まで、お問い合わせ<ださし
☆雨大時もあります。

v 望二」二守理≒
=二

ぃ望ニン

:il:]::[:                  冨氏菫:;1



地域子育て支援センタ

電話相談 (来所相談)できるところ

428-2880
話してみるこスッキリするここ

もあるよ。トライじτみよう′

育園・ 認定こども

☆電話育児相談 随時
連絡先は下記「保育所・保育園・認定子ども園一覧」

をご参照<ださい
☆大阪府知事認定の地域貢献支援員(スマイルサポータ

ー)が在籍しています
☆電話相談 月躍～■躍 7:00～19:00

下松町 光陽保育園内
育児・ 発達相談(祝・ 休日、年末年始のぞきます)

☆電話相談 月～土曜日 9:00～ 15:00
☆来所相談 月～土曜日 9:00～ 15:00

要予約(緊急の場合は随時)

☆電話育児相談 月～金曜日 9:00～17:30
☆来所相談   月～金躍日 9:00～ 17:30(要予約)

☆おうちde子育て相談
内容:保育

=が
お家にうかがい、子育てのご相談にお応えします。

対象 :0歳～就学前の乳幼児のおられるご家庭

申込 :電話でお申込みください (随時)

て支援センターさくらだし 445-1962
い立保育所全園1 連絡先辱下記一覧をご参照ください

☆電話相談 月躍～土曜 9:00～17:00
公立幼稚園至nll 連絡先は下記一覧をご参照ください

☆電話相談 月曜～金躍 8:30～17:00
禾D田市保健センタ 423-8811
☆電話相談 月躍～金曜 9:∞～17:30

支援センター岸 421-20∞  または フリーダイヤリレ0120-450720
☆電話相談
☆来所相談

専属心理相談員による相談対応時間 原則平日 (水躍を除く)10:00～15:00(24時 間受け付けております)

原貝」 平日 10:∞～15:00 (水躍、主日祝日、年末年始のぞく)※ 要予約

鋼:

保育所・ 保育園・ 認定ことも園一覧{市外局番 072)
私立保育国
双葉児童園 422-2801
光明保育園 443-6410
新条保育所 445-2671

浜保育所  422-0198
山直北保育所 準 5-0355
八木北保育所 443-2995

星光保育園 443-4819
東岸不D田保育園 426-6000
城東保育園 443-4451

干喜里保育所 纏 2-13“
春木保育所  439-6431
桜台保育所  準 4-6291

光陽保育園 427-8855

中央保育園 438-1981

大宮保育所
城北保育所
修斉保育所

ス米田保育園 443-1056
めだか保育園 422-2923
杉乃木保育園 438-8646

ノヽ本こども園 445-2472 認定こども園五風会 431-3`鋼「9
はちまん認定こども園 438-4541  この花こども園 444-5087
認定こども園ピープルス米田チャイルドスクール 448-6236
認定こども園ピープルノヽ本南チャイルドスクール 4蠣 -0506
認定こども園ピープル大芝チャイルドスクール  438-3571

山直南こども園 445-0482
認定こども園やまだい保育園 444-6857

認定こども園天神山保育園 426-6031
東光こども園 429-1050

“

5-7464  旭保育所  427-7934
4々←3785 城内保育所  439-9981
427-9767

隔立幼稚国
春木カトリック幼稚園 43-5225

公立幼稚国

幼稚園一覧(市外局番 0721

聖母幼稚園 437-1687   岸禾D田いずみ幼稚園 4271952

岸城幼稚園 4220881
旭幼稚回  427-4973
東亀城幼稚園446-3416
城北幼稚園 444-3668
ノヽ本南幼稚園 444-1090
城東幼稚園 444-7186

浜幼稚園 431-2790
太田幼稚園427-8884
春木幼稚園422-1477
新条幼稚園 444-2461
光明幼稚園444-0763
山直南幼稚園 479-0836

朝陽幼稚園 439-6160
天神山幼稚園 428-6113
大芝幼稚園 439-8258
八木北幼稚園443-657
常盤幼稚園 427-1441
山滝幼稚園 4790807

東光幼稚園 422-6278
修斉幼稚園 428-5329
大宮幼稚園 445-1053
八木幼稚園 445-4552
山直北幼稚園4441115

その他おF・5い合わせ一覧(市外局番 0721
※保育課
※教育委員会学校教育課
※児童育成課
※社会福祉協議会
※フアミリーサポートセンター

※市立公民館(生涯学習課)

※東岸和田市民センター

※八木市民センター

※市立子育て支援センターさくらだい

※岸和田地域子育て支援センター

※健康推進課(保健センター)

※岸和田保健所
※児童家庭支援センター岸和田

※春本市民センター

※山直市民センター

※桜台市民センター

423-9482
423-9683
423-9625
437-8854
437-7933
423-9615
428-6711
443-6848

445-1962
428-2880
423-8811
422-5681
421-2090
436-4500
441-1451
428-9229

岸不D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 フイルです)→


