
 

岸和田市子育てガイド 

 

 

 

 

 

（社）阪南福祉事業会 のご紹介  

 

当センターは、子育てに関する無料相談・親子広場行事の実施など    各行事内容など、詳細は HP で 

地域の子育て支援を行う児童福祉施設です。               ご確認いただけます m(__)m 

ご相談のある方、行事に興味のある方は是非ご利用ください♪      

        

      相談事業について（随時）          子育て講座の開催（年間１～2 回） 

                          

大阪府下在住の概ね 18 歳以下のお子さまに関する      「安心感の輪」子育てプログラム（COS‐Ｐ） 

  ご相談をお受けしています。（無料です）                ～Circle of Security Parenting©～ 

  各ご相談には、心理士または専門相談員が対応します。   

  ご家族だけでなく、ご本人・関係機関からの相談も可。    COS‐P ファシリテーター資格を持つスタッフが、 

  相談内容は秘密厳守いたしますので、安心してご相談     子育て中の方（妊婦も可）を対象に、無料で講座を 

  ください。お子さまに関することでしたらどんな内容     行っています。 子どもとの健全なアタッチメント 

  でも構いません！                     関係を育むためにはどのような気付きが必要か…等、 

一人で悩まずにまずはご連絡ください(*^_^*)         子育て中の皆さんに、知っていただきたい内容です。 

                                今年度の開催予定については 当センターHP で 

  相談ダイヤル ０７２－４４５－０１０１      ご紹介いたします。興味のある方は是非♪ 

    （対応時間／平日９：３０～１７：３０） 

 

  来所相談・訪問による相談も実施しています。      児童家庭支援センター岸和田 

    ご希望のある方は 日程調整させていただきます。         場所：岸和田市三田町９１１ 

   上記の相談ダイヤルへご連絡ください。                （児童養護施設「岸和田学園」隣） 

                                   電話：０７２－４４５－０１０１  

相談事業・広場行事は全て無料です！（一部保育料を除く）   メール：moshimoshi@hannan-fukushi.org                               

                 

  親子広場行事（毎月開催） 事前の参加申し込みが必要です。HP かメールで受け付けています！ 

    

『親子で遊ぼう』         月 2 回木曜日開催 10:00～11:30  就学前の親子対象 

『赤ちゃん広場（ベビーマッサージ）』 月 1 回金曜日開催 10:30～11:30 概ね 1 歳までの親子対象 

『多胎児のつどい』       年 3 回程度開催  10:00～11:30 多胎児出生の親子対象 

『子育てCafé』          月 1 回木曜日開催 10:00～11:30 子育て中の保護者の交流 

  ☆「赤ちゃん広場」「子育てCafé」は、先着順で保育も可能です。ご相談ください。☆ 

  ☆内容・日程の詳細は HP をご覧ください。子育て中の皆さまのご参加をお待ちしています♪☆ 

広場行事申し込みアドレス ki.shien@gmail.com                HP                          
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子育てサロン 

 子育ての悩みや不安を抱えこんでしまうお母さん、お父さんをなくすため、子育て中の親同士が集まり楽しく過ごせる

場所を地域につくろう！と、町会館や公民館においてサロンが開かれています。 

 

   ＊地区の事情により開催日程は変更になることがあります。 

    

◎岸和田市立幼稚園 

ぴよちゃんひろば（園庭開放） 
 

申込み不要です。直接、各幼稚園にお越しください。 

        対象 ：０～５歳の未就園児と保護者 

日時 ：５月１６日以降の毎週月曜日（修斉幼稚園は木曜日）  

午前１０時半～１１時半     

場所・連絡先  各市立幼稚園   

費用  ：子ども１人 100円（傷害保険料：年度内有効） 
※雨天時については、各園にお問い合わせください。 

※来園の際は検温、マスクの着用をお願いします。 

※感染症拡大防止のため、実施日時、実施方法など各園によって変わる場合が 

あります。詳細は各園にお問い合わせ、または各園のホームページをご覧ください。 

※緊急事態宣言やまん延防止等重点措置が出た場合は中止になります。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

あかちゃんあつまれ！  

（未歩行のあかちゃん対象）要予約 

親子が自由に集う場としてお部屋を開放しています。安心

してゆっくりと過ごしていただけます。 

妊婦さんもご参加ください。（出入り自由） 

＊毎週 月・水・金曜日 午後１時～３時 

場所：子育て支援センターさくらだい 

 

 

自由来館「さくら」 
 

あかちゃんひろば 
 
（３ヵ月～１歳未満）要予約 

わらべうたやふれあい遊び・手作りおもちゃ製作等を楽し

みます。ミニ講座もあります。 

＊午前 10 時～11時（３回連続講座） 

開催日と場所は、毎月の広報や 

HP でお知らせします。 

 

「コロナ禍でも子どもと出かけられるところはないかな？」と遊ぶ場所を探しているお母さん、お父さん！ 

子育て支援センターさくらだいへぜひお電話ください❣ TEL 072-445-1962（尾生町 5丁目 3-40） 

お友だちづくりしませんか 

（歩き始め～３歳未満の子ども対象） 

要予約 

室内で自由遊びやふれあい遊び・リズム遊び等を楽しみます。 

＊毎週月曜日・第２木曜日 午前 10 時～11時 

場所：子育て支援センターさくらだい 

 

ぺんぎんひろば 

親子であそぼう！（就学前児童）要予約 

 身体を動かしたり、簡単な製作をしたり、親子で一緒に遊びましょう。 
＊午前 10 時～11時 

●光陽地区公民館  偶数月 第 3 水曜日（駐車場なし） 

●八木市民センター 偶数月 第 3 土曜日 

●桜台市民センター 奇数月 第 3 土曜日 

（9月はお休み） 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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（来所相談）できるところ（市外局番 072） 

 岸和田地域子育て支援センター 428-2880            

 下松町 光陽保育園内                                  

 育児相談(日曜・祝・休日、年末年始のぞきます)           

  ☆電話相談 月～土曜日 10：00～17：00                

  ☆来所相談 月～土曜日 10：00～17：00          

        要予約(緊急の場合は随時)                     

 

 子育て支援センターさくらだい 445-1962              

☆電話育児相談 月～金曜日 9:00～17:00     

☆来所相談（予約制） まずはお電話ください 

                                                         

                       

                                                                    

  

 

児童家庭支援センター岸和田 445-0101（相談対応ダイヤル）  

 ～18 歳以下の児童のいるご家庭の相談をお受けする児童福祉施設です～  

 ☆電話相談 （原則）平日 9:30～17:３0 

 ☆来所相談 （原則）平日 9:30～17:３0 （要予約）   

※専門相談員・心理士が、子育て全般についての相談をお受けします。（しつけ・発達・家族・学校ｅｔｃ。） 

 

 

                            

         

話してみるとスッキリすること

もあるよ。トライしてみよう！ 

民間保育園・認定こども園全園  

 ☆電話育児相談 随時  

  連絡先は下記「民間保育園・認定子ども園一覧」  

  をご参照ください 

  ☆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 月曜～土曜 7:00～19:00 

市立保育所全園 連絡先は下記一覧をご参照ください 

  ☆電話相談 月曜～金曜 9:00～17:00 

市立幼稚園全園 連絡先は下記一覧をご参照ください 

  ☆電話相談 月曜～金曜 8:30～17:00 

岸和田市立保健センター 423-8811                              

   ☆電話相談 月曜～金曜 9:00～17:30 

岸和田市立総合通園センター 423-0033                              

   ☆電話相談 月曜～金曜 9:00～17:30 

 

 ☆おうち de 子育て相談  

  内容：保育士がお家にうかがい、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） 

 

保育所（園）・認定こども園・幼稚園一覧(市外局番 072) 
 民間保育園 

 光陽保育園  427-8855   城東保育園 443-4451  めだか保育園 422-2923     

 中央保育園 438-1981   杉乃木保育園 438-8646     

 認定こども園 

 八木こども園 445-2472 山直南こども園 445-0482  この花こども園 444-5087    双葉児童園 422-2801 

 星光こども園 443-4819  東光こども園 429-1050    東岸和田こども園 426-6000 

 ピープル久米田チャイルドスクール 448-6236   天神山こども園  426-6031  久米田保育園 443-1056 

 ピープル八木南チャイルドスクール 441-0506   やまだい保育園 444-6857    光明保育園 443-6410              

 ピープル大芝チャイルドスクール   438-3571  はちまん認定こども園 438-4541 

  認定こども園五風会 431-3449  ドルチェ バンビーニ 445-2671   春木カトリック幼稚園 443-5225  

 市立保育所 

 浜保育所  422-0198  千喜里保育所 422-1344  大宮保育所 445-7464  旭保育所  427-7934   

 山直北保育所 445-0355  春木保育所  439-6431   城北保育所 444-3785  城内保育所  439-9981  

 八木北保育所 443-2995  桜台保育所  444-6291   修斉保育所 427-9767   

 私立幼稚園 

  聖母幼稚園 437-1687   岸和田いずみ幼稚園 427-1952 

 市立幼稚園 

  岸城幼稚園 422-0881   浜幼稚園 431-2790   朝陽幼稚園 439-6160   東光幼稚園 422-6278    

  旭幼稚園   427-4973  太田幼稚園 427-8884   天神山幼稚園 428-6113  修斉幼稚園 428-5329 

  東葛城幼稚園 446-3416  春木幼稚園 422-1477  大芝幼稚園 439-8258  大宮幼稚園 445-1053  

  城北幼稚園 444-3668  新条幼稚園 444-2461  八木北幼稚園 443-6577  八木幼稚園 445-4552 

  八木南幼稚園 444-1090  光明幼稚園 444-0763  常盤幼稚園 427-1441  山直北幼稚園 444-1115 

  城東幼稚園 444-7186  山直南幼稚園 479-0836  山滝幼稚園 479-0807 

 

その他お問い合わせ一覧(市外局番 072) 

    子育て施設課        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 

子ども家庭課        423-9625   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    445-0101              

   市立公民館（生涯学習課）   423-9615   総合通園センター          423-0033 

   東岸和田市民センター    428-6711   桜台市民センター         428-9229 

   八木市民センター      443-6848   山直市民センター         441-1451 

   春木市民センター       436-4500 


