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七夕の時にみんなで撮りました。
たくさん来てくれて、楽しかったよ！

おいでよ
リビング！

リビング星が丘の入り口です！

星が丘、普段のひとこまです。

子育て真っ最中だと分からなかったのですが、赤ちゃんや子どもがい
るだけで、場が明るくなるから不思議です。
是非、お子さんを連れて行ってみて下さいね。

リビングとは…
誰もが集える憩いの場所として、岸和田市社会福祉協議会が推進している事業です。以下の場所で開催されています。
サロン名

日

時

会
（住

場
所）

内容（メニューなど）

喫茶ひだまり

第２金曜日 13:30～15:30

南上町１丁目会館

手作りお菓子と飲み物１００円

桜井珈琲

毎週水・土曜日 10:00～16:00

個人宅で開催

飲み物（お菓子など含む）200 円

（下野町５―１１－１３）
フラワーサロン

第１土曜日 10:00～12:00

土生住宅集会場

モーニング喫茶・歓談
(モーニングは無くなり次第終了)

あいサロン

第４水曜日 13:00～16:00

天神山地区公民館

喫茶・歓談

３丁目ミニあいサロン

奇数月最終金曜 13:00～16:00

天神山３丁目 F 自治会館

たまに軽食もあります。
ボランティアによる演芸披露など

１丁目ミニあいサロン

第１火曜日 13:00～15:00

府営第１集会場

喫茶・カラオケ

土生滝町 ふれあいリビング

第３日曜日 13:00～16:00

土生滝町会館

喫茶・歓談

ふれあいさつき

毎月１日 11:00～15:00

五月ヶ丘町集会所

毎回手作りのランチがあります。

ふれあい喫茶 「もみじ」

毎週火曜・木曜 10:00～12:00

大町府営住宅集会所

飲み物１００円、モーニング２００円

下池田町 ふれ合いの里

毎週土曜日 9:00～12:00

下池田府営住宅集会所

飲み物１００円

チャムール

第４土曜日 13:30～15:00

グループホームアムール

飲み物・シフォンケーキセット 100 円

（池尻町６８６－７）
なごみ

第４月曜日 13:30～15:00

春木泉団地集会所

コーヒー１００円

ふれあいリビングほしがおか

月・水・金・日曜

星ヶ丘町集会所

喫茶スペースや囲碁・将棋もできます。

9:00～16:00

※日曜日は朝市も開催

ふれあいリビング春ヶ丘の郷

月・水曜日 10:00～15:00

吉井府営住宅集会所

コーヒー・紅茶など（１００円～）

リビングゆずる

第４火曜日 13:30～15:30

府営春木旭町集会所

１００円でコーヒーや紅茶飲み放題

喫茶たんぽぽ

第１・３水曜日 13:30～16:00

上松町西町会館

喫茶

喫茶さくら

第１・３土曜日 13:30～16:00

上松町東町会館

喫茶

街角ふれあいサロン

火・水・木・金・土曜

個人宅で開催

手作り作品展示販売

10:00～16:00

（加守町４－２６－３）

おしゃべり食事会等、コーヒー100 円

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

親子で手作りコマを作りますのでご参加ください。

※園行事や雨天時は、開放しない園もあります。

日時：1 月 2６日（月）10：30～11：30（雨天時もあり）

※車での来園はご遠慮ください。

場所：各岸和田市立幼稚園

※傷害保険に加入していただきます。

★徒歩・自転車でお越しください。
★スリッパ等、上履きをご持参ください。

１年間有効、子ども一人１００円

★詳細は園までお問い合わせください。

市立公民館（堺町）
☆あかちゃんサロン
２月・３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
２か月前から受付開始（要予約）

☆パパサロン

岸和田市立公民館（岸和田市生涯学習課）

受付随時 先着１５組（要予約）

１月 18 日（日）午後 3 時～５時
「パパとダンボール工作」

☆市立公民館講座「災害から子どもの命を守る！～子ど
ものために。家族のために。今、自分に出来ること！」
阪神・淡路大震災から 20 年。

３月 15 日（日）午前 10 時～正午
「パパ料理」

小さい子どもを守るにはどうしたら？実際の避難所ってどうい
うところ？今すぐにあなたにできることは？

☆子育てサロン（未就学児と保護者対象）
毎週木曜日 １０：００～１６：００（第１週は午後のみ）

旭地区公民館（東岸和田市民センター内）
☆子育てサロン（未就学児と保護者対象）
毎週水曜日 １０：００～１６：００

市立公民館分館（春木市民センター内）
☆親子ふれあいルーム

特に、小さいお子さんを持つ保護者の方にお勧めです。
日時 １月 21 日（水）午後２時～４時
場所 市立公民館（堺町）
講師 （社）Stand for mothers
定員 24 人（申込先着順）
保育 24 人（１歳半～就学前の子ども、申込先着順）
申込 12 月 10 日（水）から受付開始。「講座名、住所、氏名、

毎週水曜日 １０：００～１２：００

年齢、電話番号、
（保育希望の場合は、子どもの名前、年齢、

対象 ２歳未満の子供とその保護者

アレルギー等）
」を、電話（423－9615）またはファク

☆親子ふれあいルーム

ス（423－3011）
、電子メール

毎週木曜日 １４：００～１６：００

（syogaig@city.kishiwada.osaka.jp）で市立公民館まで

毎週金曜日 １０：００～１２：００
対象 ４歳以下の子供とその保護者

岸和田市立公民館（岸和田市生涯学習課）
☆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

子育て支援センターさくらだい
☆多胎児のひろば

ぐりぐらくらぶ

対象 0 歳～就学前まで

「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）

場所 春木市民センター2 階保育室
日時 毎月第 2 金曜日 14 時～16 時半
ふたごちゃんとお母さんたちが集まって、交流していま

１歳半～就学前までの保育もあります。

☆子育てサークル（市立公民館）
対象 ０歳から入園前の子供と保護者 問合せは各公民館まで

す。申し込みはいりません。お気軽にどうぞ。

☆自由来館さくら
対象 未歩行の赤ちゃん
場所 子育て支援センターさくらだい
日時 月・水・木・金
13 時 30 分～14 時 30 分
詳しくはお問合せ下さい。
対象 3 ヵ月から 1 歳未満の第 1 子と保護者
３回 1 クールのひろばでです。
10:00～11:00

場所：女性センター(中央公園の前です)
申込み：1/13 9:00～
②日時：2/25・3/4・3/11(木)
場所：支援センターさくらだい
申込み：2/16 9:00～

＊公立保育所で開催しています。毎週火曜日です。
＊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。

☆あかちゃんひろば

①日時：1/20・1/27・2/3(火)

公立保育所園庭開放おひさま・あかちゃんルーム

10:00～11:00

＊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。

☆あかちゃんルーム（13:30～14:30）
未歩行の赤ちゃんの遊びの場です。子育ての話やおしゃべりを
しませんか。保育所には、看護師や調理師がいるので健康の
こと、離乳食のことなど、気軽に聞いて下さいね。

岸和田地域子育て支援センター(428-2880)
乳幼児を育てている母親や父親、その家族を対象に保育の経験を生かした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下さい
内容等
電話相談

育
児
相
談

時間
月～土曜日

悩み事や心配事など、どんなことでも

面接相談

育児相談員にご相談ください。

(要予約)

専門機関への紹介もしています。

※緊急の場合は随時

10:00～15:00
月～土曜日
10:00～15:00

センター開放は申し込み不要、無料です
センター開放

内容

対象

日時

キッズクラブ

お正月には昔からの伝統、日本の遊びを楽しみたいもの。手

『お正月遊び』

作りでお正月遊びを楽しんでみませんか。

9:30～11:30

子どもの成長過程で、いろいろ気になることがあります。そ

1 月 14 日(水)

の時の接し方のコツを学び、日々の子育てに生かしませんか。

9:30～11:30

元気っこサロン
『気になる子ども
との接し方』

『まとめの会』

この 1 年間の保護者のスキルアップを振り返り、子どもたち

未就園児と

の成長を祝います。また、4 月から就園する子どもたちの修

保護者

了式をします。
元気っこサロン
『アレルギーにつ
いて』

１月７日(水)

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
ナフィラキシーショックで死に至ることもあります。食物、

３月 11 日(水)
9:30～11:30

動物、植物など、アレルギー疾患を引き起こす原因と見落と
しがちな対処、対策を一緒に学びましょう。

こちらもご参照ください。 http://www.ibs-as.com/koyo/kosodate/
※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。

ぱくぱくかえるちゃん
材料 牛乳パック(底から高さ約 7 センチに切りそろえたもの)、色紙(赤、緑、白)、マジック、はさみ、のり
① 底の部分には赤、側面には緑の色紙を貼る

③片方が半円になるように切る

②側面の向かい合う辺を切り、底面を斜めに折る

④緑の色紙を丸く
切る。白い紙はや
や小さめに丸く切
り、カエルの目に
する
⑤半円の上側に、
お好みの位置に目
をのりで貼り付
け、完成！

岸和田市民間保育園

子育て支援情報

●電話育児相談 随時 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。
情報

ひつじぼっくりのつくり方

保育園名

電話

双葉児童園

422-2801

園庭開放 毎週水曜 9:30～11:00 電話問い合せ

無地の白か薄茶色の紙(封筒の裏などでもＯ

八木保育園

445-2472

園庭開放 毎週水曜 9:30～11:00 雨天時は園舎内で

Ｋ)、はさみ、木工用ボンド

材料 松ぼっくり、針金モール(白、金など)、

五風会保育園

431-3449

山直南保育園

445-0482

星光保育園

443-4819

はちまん保育園

438-4541

おやこ教室
園庭開放

月１回 （火もしくは水曜日）電話問合せ
毎日

9:30～11:00、16:00～日没

あそび教室

1/13・2/10・2/24・3/3 電話申込

園庭開放

毎週火曜日

園庭開放 電話申込

第１・３火曜日 10：00～11:30

(岸和田地域子育て支援センター)

10：00～11:30

日程未定 10:00～11:00

444-5087

427-8855

させる。

園庭開放 毎週木曜日 9：30～11：00

春木旭町会館
園庭開放

光陽保育園

松ぼっくりを拾い、傘が広がるように乾燥

いずれも 9:30～10:30

お話の会（絵本・手遊び）第２・４火曜日

ベビーマッサージ
この花保育園

①

電話申込

毎週火曜日 9：00～11：00

園庭開放

②

針金モールを蚊取り線香のようにくるっ

と丸める。手芸用モールなら、半分の長さが片
角分です。

毎週水曜日 9:30～11:30 電話問合せ

あそび教室 広報にてお知らせしています。
つくしんぼ文庫 毎週月曜日 14：00～17：30

久米田保育園

443-1056

第１土曜日 12：00～14：00
園庭開放

第１・３火曜日 9：30～11：00

やまだい保育園

444-6857

園庭開放 毎週木曜日 10：00～11：30

光明保育園

443-6410

園庭開放 毎金・土曜日 9：30～11：30

天神山保育園

426-6031

東岸和田保育園

426-6000

めだか保育園

422-2923

ピープル久米田
チャイルドスクール

ピープル八木南
チャイルドスクール
東光保育園
ピープル大芝
チャイルドスクール

ひつじの顔部分を作って、表情を入れる

④

ひつじの角を貼りつける。頭の中央部分か

子育てあいあい 第１水曜 10:00～11:30（天神山公民館）
園庭開放 月～金 10:00～11:30 16:00～17:00
園庭開放 月～金 10：00～11：30
公園で遊ぼう！ふれんどパーク
第３木曜 10:00～11:30(東岸和田公園・雨天時保育園)
チャイルドひろば

448-6236

③

1/29(木)10:00～11:30 電話申込

ら外側に渦巻きが向かうようにするのが可愛
くするコツです。

（ピープル３園合同園庭開放 場所：ピープル久米田）
園庭開放 第２・４木曜日 ※見学・育児相談受付けます
チャイルドひろば 1/29(木)10:00～11:30 電話申込

441-0506

（ピープル３園合同園庭開放 場所：ピープル久米田 ）
園庭開放 第２・４木曜日 ※見学・育児相談受付けます

429-1050

園庭開放 毎週火曜日 9：30～11：00

⑤

角のすぐ下部分に顔を貼りつける。

チャイルドひろば 1/29(木)10:00～11:30 電話申込
438-3571

（ピープル３園合同園庭開放 場所：ピープル久米田）
園庭開放

新条保育所

445-2671

城東保育園

443-4451

中央保育園

438-1981

第２・４木曜日 ※見学・育児相談受付けます

園庭開放 毎週火曜日 9：30～11：00
毎週火曜日

園庭開放 9：30～11：00
赤ちゃんルーム

毎週火曜日

13：30～14：30

園庭開放 9：30～11：00
赤ちゃんルーム

13：30～14：30

※まつぼっくりは、湿ると傘が閉じ、乾燥する
と開きます。

児童家庭支援センター岸和田

申込み必要です

☆親子で遊ぼう
日時：毎週木曜、第 1・2・5 金曜
10：00～12：00、時間内出入り自由
対象：就学前のお子さんとその保護者

☆多胎児のつどい
日時：毎月第 4 金曜日
10:00～14:00 時間内出入り自由
対象：多胎出生の子とその保護者、きょうだい
(多胎出産予定のプレママの参加大歓迎)

☆ベビーマッサージ
日時：原則毎月第 2 火曜・第 3 金曜
10：00～11：00
対象：1 歳未満の子とその保護者
保育あり。保育は前月月末までに
お申し込みください

冬の感染症について
＜インフルエンザ＞
流行のピークは１～２月ですが、今季は例年よりも早く流行が始まっています。感染力が非常に強く、日本では約 10 人に１
人が感染しています。急な 38℃以上の発熱、頭痛、関節痛、筋肉痛、咳やのどの痛み、全身のだるさなどの症状があれば、早
めに受診しましょう。特に抵抗力の弱い乳幼児は肺炎などの合併症を起こし、重症化しやすいので、日ごろの予防が大切です。
１．感染を予防する
人ごみなどへの不要な外出を避け、帰宅時や調理の前後、食事前など、こまめな手洗いを心掛けましょう。アルコールを含
んだ消毒液で手を消毒するのも効果的です。マスクをする、口と鼻をティッシュでおおうなどの咳エチケットで周りの人へう
つさないよう努めましょう。
２．予防接種を受ける
１歳～６歳未満での予防接種による発病を防ぐ効果は 30％前後と言われていますが、発症した場合でも重症化が防げると
言われています。卵アレルギーのあるお子さんは主治医と相談が必要です。なるべく周囲の大人も予防接種を受けましょう。
３．免疫力を高める
普段から生活リズムを整えて十分な睡眠とバランスのよい食事を心がけ、免疫力を高めましょう。

＜ノロウイルスによる感染性胃腸炎＞
ノロウイルスによる食中毒や感染性胃腸炎は、冬場に本格的な流行を迎えます。１～２日の潜伏期間を経て下痢、吐き気、お
う吐、腹痛、微熱などが１～３日続きます。乳幼児は脱水を起こすなど重篤化しやすいので特に注意が必要です。
１．手洗いをしっかりと
普段から食事前、トイレの後、調理前後は、石けんをよく泡立てて手指から手首まで洗い、流水で十分流しましょう。
※アルコールを含んだ消毒液はノロウイルスにあまり効果がないので注意が必要です。
２．人からの感染を防ぐ
感染した人の便やおう吐物には大量のウイルスが含まれています。症状が消えてからも便中にウイルスが排出されていること
もあります。ノロウイルスは乾燥して空気中に舞い上がり、口に入ると感染するので、素早く処理することが大切です。
おむつやおしりふきなどはビニール袋に密閉して処分する、便やおう吐物の処理にはマスクを着用して使い捨てのビニール手
袋を使用する、汚れた衣類や床などは塩素系漂白剤を使用して消毒をする、処理後は手洗いをし、予防しましょう。
家庭用塩素系漂白剤の希釈方法は大阪府ホームページ（http://www.pref.osaka.lg.jp/chikikansen/kansen/noro.html）
を参考にしてください。
３．食品からの感染を防ぐ
カキなどの二枚貝類やノロウイルスに汚染された食品や飲料水、調理器具から感染するため調理にも注意が必要です。
加熱して食べる食材は中心部までしっかり加熱をしましょう。85℃１分以上の加熱が必要です。また調理器具も熱湯や塩素
系漂白剤などで消毒していつも清潔にしておきましょう。

他地区の方でも参加可能なサロンは◎がついています。
定例開催日のみ掲載しております。地区の事情により開催日程が変更となることがあります。時間などの詳細に関しましては、町内掲示板または岸和田市
社会福祉協議会へお問い合わせください。
岸和田市社会福祉協議会 ＴＥＬ：４３７－８８５４
校区

サロン名

ホームページ： http://www.syakyo.or.jp/

場所

曜日

校区

サロン名

場所

曜日

大宮

親子サロンカンガルー

大宮青少年会館

第 3 水曜日

朝陽

ちょうよう

上野町西会館

奇数月第 2 水曜

光明

こうみょう

光明地区公民館

第 3 水曜

八木◎

てんとうむし

八木幼稚園

第 3 月曜

八木北◎

メェーメェーやぎきた

箕土路町中央会館

第 3 月曜

大芝

みるきぃ

大芝地区公民館

第 2・4 金曜

八木南◎

かるがも

八木市民センター

第 3 木曜

城北◎

この実

城北地区公民館

第 2 水曜

春木

フレンズはるき

春木市民センター

第 2 水曜

新条◎

なかよし

新条地区公民館

第 4 水曜

春木地区公民館

第 2 金曜

城東◎

Sun・サン

城東小学校

第 1 土曜

山直北◎

ワンワン

山直市民センター

第 2 水曜

山滝◎

やまたき

山滝幼稚園

第 2 水曜

旭◎

作才っこ

作才町会館

第 3 金曜

太田◎

にこにこガエルはた

畑町会館２階

第 1・３月曜
13 時～16 時

5 月のみ第 4 週

東光

常盤

バンビ

土生町会館

第 4 木曜

修斉◎

めだか

葛城町会館

第 2 金曜

なかよし広場

藤井・別所・野田会館

各町内掲示

天神山

あいあい

天神山公民館

第 1 水曜

年２回保健センターで開催

板を参照

◎

ベビーマッサージ

桜台市民センター

第 3 金曜

常盤

ベビーさくらんぼ

さくらんぼ

第 2 水曜
桜台市民センター

第１金曜

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
下松町 光陽保育園内
育児・発達相談
電話相談 月～土曜日 10：00～
面接相談 月～土曜日 10：00～
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
桜台保育所内
電話育児相談 月～金曜日 9:00～17:00 電話相談
面接相談
月～金曜日 9:00～17:00(要予約)
児童家庭支援センター岸和田 421-2000
電話相談 9:00～18:00(原則火～土曜、祝日応じます)
面接相談 9:30～18:00 ごろ 要予約
原則火～土曜、祝日も応じます。

民間保育園全園 連絡先は以下一覧をご参照ください
電話育児相談 随時
大阪府知事認定の地域貢献支援員(スマイルサポーター)
在籍しています
電話相談 月曜～土曜 7:00～19:00
公立保育所全園 連絡先は以下一覧をご参照ください
電話相談 月曜～土曜 7:00～19:00
公立幼稚園全園 連絡先は以下一覧をご参照ください
電話相談 月曜～金曜 8:30～17:00
岸和田市保健センター 423-8811
月曜～金曜 9:00～17:30
聞いてみると、意外にすっきりすることもあるよ
トライしてみよう！

保育所・保育園一覧(市外局番

072)

私立保育園
双葉児童園 422-2801
八木
445-2472
五風会 431-3449
山直南 445-0482
星光
443-4819
はちまん 438-4541
この花 444-5087
光陽
427-8855
久米田
443-1056
やまだい 444-6857
光明
443-6410
天神山 426-6031
東岸和田
426-6000
めだか
422-2923
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
東光
429-1050
新条
445-2671
城東
443-4451
杉乃木 438-8646
中央
438-1981
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
私立幼稚園
春木カトリック幼稚園
公立幼稚園
岸城 422-0881
太田 427-8884
大芝 439-8258
八木 445-4552
城東 444-7186

443-5225

聖母幼稚園

浜 431-2790
天神山 428-6113
大宮 445-1053
八木南 444-1090
山直南 479-0836

朝陽
修斉
城北
光明
山滝

072)

437-1687
439-6160
428-5329
444-3668
444-0763
479-0807

その他お問い合わせ一覧(市外局番
※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
※ファ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

423-9482
423-9683
423-9480
437-8854
437-7933
423-9615
428-6711
443-6848

岸和田いずみ幼稚園

427-1952

東光 422-6278
東葛城 446-3416
新条 444-2461
常盤 427-1441

旭 427-4973
春木 422-1477
八木北 443-6577
山直北 444-1115

072)

※市立子育て支援センターさくらだい 445-1962
※岸和田地域子育て支援センター
428-2880
※健康推進課(保健センター)
423-8811
※岸和田保健所
422-5681
※児童家庭支援センター岸和田
421-2090
※春木市民センター
436-4500
※山直市民センター
441-1451
※桜台市民センター
428-9229

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)

