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平成２８年度

公立幼稚園６園で

３歳児保育がスタート
小学校との交流
岸和田市立幼稚園２３園全てが小学校に
併設しています。教師同士が教育内容を

岸和田市立幼稚園では

3 歳児は同年齢児学級保育を行います！

します

理解し合い、小学校へスムーズに移行で

笹飾り、
.

きるようにしています。小学校との交流

結んであげるね！

体験から憧れやいたわりの気持ちが培わ

異年齢児学級保育の充実
４歳児・５歳児においては、異年齢児学級保育を行っ
ています。２つの形態の保育活動によって一人ひとり
を大切にした教育を更に充実させています。

れるように連携を深めています。

ファミリー保育…異年齢の幼児が、自然なふれあいの
中で、互いに刺激し合い、生活を共に
楽しんだり作り出したりします。
フレンド保育

…４歳・５歳の同年齢が、それぞれの

発達に合った経験や活動をします。

子育て支援
ぴよちゃん広場…親子で安心して遊ぶことができるよう

大きい組さん

に幼稚園の園庭を開放しています。申し込み不要です。

ありがとう！

対象：未就園児（０～５歳）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は開放しない園もあります。
※傷害保険に加入していただきます。

みんなで絵本を

地域とのつながり

見ると楽しい！

「地域の子どもは地域で育てる」という
地域力のもと、人との出会いの機会を多

1 年間有効子ども一人 100 円
３歳児遊び広場…３歳児対象に親子で遊びます。

くもっています。人と人とがつながるこ

日時、申し込み等、詳細については各園に

との心地よさやあたたかさが感じられる

お問い合わせください。

よう地域に根ざした幼稚園づくりを進め
ています。

平成２８年度 ３歳児保育実施園並びに対象校区
実施園

所在地

電話番号

対象校区

岸城

岸城町１－２１

４２２－０８８１

中央・城内・浜・朝陽・東光

旭

土生町１４９１

４２７－４９７３

旭・太田・天神山・修斉・東葛城

城北

吉井町１丁目１７－１３

４４４－３６６８

春木・大芝・城北・新条・大宮

八木

大町３丁目２１－１０

４４５－４５５２

八木北・八木・八木南

常盤

下松町８８５

４２７－１４４１

光明・常盤

田治米町４６８

４４４－１１１５

山直北・城東・山直南・山滝

山直北

※４歳になると居住校区の幼稚園に進級します。
家庭的な雰囲気の中で
過ごしています。

※幼稚園見学は気軽にお越しください。

紙てっぽうの作り方
教えてくれたよ！

市立幼稚園２３園全てが、預かり保育を行っています。
（アフタースクール）
平成２７年度より終了時間を夕方６時まで延長しました。
在園児で希望する園児を引き続き幼稚園でお預かりし、家庭的な雰囲気の遊びの
中で教育活動を行います。子ども達に遊び友達や遊びの場を提供して、安全で楽
しい時間を過ごせることを目的にしています。また、保護者の方々が安心して家
事や用事・仕事ができ、また子どもと親がともに育ちあうよう「家庭の子育て支

「ハロウィンパーティ」

援」を目的にしています。どうぞ、ご利用ください。
就労証明書も必要ありません。長期休業中も実施しています。

園 庭 開 放

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。
＊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

公立幼稚園２３園で園庭開放

年間 100 円が必要です。

☆ぴよちゃんひろば

＊徒歩 自転車 バギーでお越し下さい。

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

☆おひさま（9:30～11:00）

す。申込み不要です。
対象 未就園児（０～５歳児）と保護者

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

日時 第２・４月曜日 10 時半～11 時半

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。

※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。

中央保育園

東岸和田保育園

毎週火曜日 9：30～11：00

月～金 10：00～11：30

１年間有効、子ども一人１００円
認定こども園ピープル大芝チャイルドスクール

認定こども園ピープル久米田チャイルドスクール

認定こども園ピープル八木南チャイルドスクール

第２・４木曜日 10：00～11：30

第２・４木曜日 10：00～11：30

第２・４木曜日 10：00～11：30

※見学・育児相談受付けます

※見学・育児相談受付けます

※見学・育児相談受付けます

光陽保育園

八木こども園

認定こども園天神山保育園

(岸和田地域子育て支援センター)

双葉児童園

毎週水曜日 9：30～11：00

月～金 10：00～11：30

毎週水曜日 9：30～11：00

毎週水曜日 9：30～11：30

雨天時は園舎で行います

16：00～17：00

要電話問合せ

要電話問合せ

五風会保育園

星光保育園
第１・３火曜 10：00～11：30

毎日 9:30～11:00

この花保育園

やまだい保育園

毎週火曜日 9：00～11：00

毎週木曜日 10：00～11：30

光明保育園

久米田保育園

16:00～日没

要電話問合せ

はちまん認定こども園

新条保育所

毎週木曜日 9：30～11：00

毎週火曜日 9：30～11：00

毎週金・土曜日

9：30～11：30

東光こども園

山直南こども園

城東保育園

毎週火曜日 9：30～11：00

毎週火曜日

毎週火曜日 9：30～11：00

9：30～10：30

1 歳未満、未歩行の赤ちゃん
妊婦さんのための催し

第１・３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

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

ぷちママ（子育て支援センターさくらだい）

場所 公立保育所 各園

妊婦さんのための交流広場です。

申込み 不要

月に２回、第２・４火曜日 13:30～14:30

参加費 無料(初回に傷害保険料として 100 円)

場所

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

子育て支援センターさくらだい

保険料は 1 年間有効です。

日程 10/13、11/10、12/8

＊徒歩 自転車 バギーでお越し下さい。

場所

看護師や調理師がいます。どうぞお気軽に！

桜台市民センター

日程 10/27、12/22

祉協議会へ

自由来館「さくら」
赤ちゃんひろば（子育て支援センターさくらだい）

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

対象 3 か月～1 歳児と保護者

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

3 回 1 クール、時間はすべて 10：00～11：00

場所 保健センター

日時 月・水・木・金

場所

日時 10/１３、12/8、1/26（火）

1：30～2：30

子育て支援センターさくらだい

日程 10/21、10/28、11/4 申込み
場所
場所

10/13～

育て支援センターさくらだいまで

女性センター

日程 11/17、11/24、12/1 申込み

11/9～

市立公民館

あかちゃんサロン

対象 未歩行児とその保護者

新条公民館

日程 1/22、1/29、2/5

※申し込み不要

※申し込み不要 お問い合わせは子

中央保育園赤ちゃんルーム

申込み 1/12～

※問合せお申込み全て、子育て支援センターさくらだいまで

毎週火曜日 13：30～14：30

日時 第１木曜日 10：00～12：00
11 月はお休みです
申込み 2 か月前から受付開始
要申込み、各回先着 20 組

あかちゃんサロン DE クリスマス
対象 未歩行児とその保護者

申込み 11 月から 先着 50 組

城東保育園赤ちゃんルーム

日時 12/3(木) 10:00～12:00

場所

毎週火曜日 13：30～14：30

市立公民館(堺町)

室内、サロン、文庫
つくしんぼ文庫

市立公民館キッズルーム

親子で遊ぼう

対象 未就学児と保護者

場所 児童家庭支援センター岸和田

場所 市立公民館(堺町)

日時 毎週木曜日、第１、２、５金曜日

日時 毎週木曜日

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

10：00～16：00

９～１１月の第４金曜日 ※要申込み

第１木曜日は午後のみ

10：00～12：00
対象 未就学児と保護者

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)

お話の会（絵本、手遊び）

多胎児のつどい

○毎週水曜日 10：00～12：00

場所 星光保育園

場所 児童家庭支援センター岸和田

対象 2 歳未満の子どもと保護者

日時 第２・４火曜日 10：00～11：30

日時 12/25(金)10:00～14:00

○毎週木曜日 14：00～16：00

えほんひろば

毎週金曜日 10：00～12：00

対象 就学前の子どもと保護者

対象 4 歳児以下の子どもと保護者

(時間内出入り自由) ※要申込み
対象 ふたご・みつごちゃん
そのきょうだいと保護者

場所 子育て支援センターさくらだい

多胎出産予定のプレママさん

こやぎちゃんルーム

日時 10/5・11/2・１２/7（第１月曜）

自由に遊べる親子の交流の場です。

10：00～11：00（時間内出入り自由）

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

対象 就学前の子どもと保護者

パパサロン

場所 八木市民センター

場所 市立公民館(堺町)

日時 10/7・11/4・１２/2（第１水曜）

定員 各回 15 組

10：00～11：00（時間内出入り自由）

受付 随時、要予約

日時 毎週水曜日 10：00～16：00

○「パパとバルーンアートで遊ぼう」

「ハッピー ♡ アイアイ」「You too ♡」
子育てサークル（市立公民館）

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)

日時

○「パパとクリスマスを遊ぼう」

対象 ０歳から入園前の子どもと保護者

対象 未就学児と保護者

10/18 日(日) 15:00～17:00

日時 12/20(日)

15:00～17:00

問合せは各公民館まで

日時 第２木曜日 10：00～12：00

各小学校区子育て
サロン
子育てサロンとうこう

さくらんぼ

めだか

民生委員児童委員、主

対象 東光小学校区の未就学児と保護者

対象 桜台小学校区の

対象 修斉小学校区の

任児童委員、ボランテ

場所 東光保育園、東光幼稚園、保健センター

未就学児と保護者

未就学児と保護者

ィアなどが担当してい

各町内掲示板を参照してください

場所 桜台市民センター

場所 葛城町会館

ます。

曜日 第 3 火曜日

曜日 第 3 金曜日

曜日 第２金曜日

詳細は町内掲示板また
は岸和田市社会福祉協

こうみょう

親子サロンカンガルー

対象 光明小学校区の未就学児と保護者

対象 大宮小学校区の未就学児と保護者

場所 光明地区公民館

場所 大宮青少年会館

曜日 第 2 水曜日

曜日 第 3 水曜日

校区内居住
している方

議会へお問合せくださ
い。

が対象です

ちょうよう

なかよし

この実

どこの校区で

対象 未就学児と保護者

対象 未就学児と保護者

対象 未就学児と保護者

もお越しいた

場所 上野町西会館

場所 新条地区公民館

場所 城北地区公民会館

だけます

曜日 奇数月第２水曜日

曜日 第４水曜日

曜日 第２水曜日

みるきぃ

ワンワン

メェーメェーやぎきた

かるがも

対象 未就学児と保護者

対象 未就学児と保護者

対象 未就学児と保護者

対象 未就学児と保護者

場所 大芝地区公民館

場所 山直市民センター

場所 箕土路町中央会館

場所 八木市民センター

曜日 第２金曜日

曜日 第２水曜日

曜日 第３月曜日

曜日 第 3 木曜日

Sun・サン

フレンズはるき

バンビ

てんとうむし

対象 未就学児と保護者

対象 未就学児と保護者

対象 未就学児と保護者

対象 未就学児と保護者

場所 城東小学校

場所 春木地区公民館

場所 土生町会館

場所 八木幼稚園

曜日 第１土曜日

曜日 第２金曜日

曜日 第４木曜日

曜日 第 3 月曜日

子育てあいあい

やまたき

作才っこ

場所 天神山公民館(４月は第２水曜日)

対象 未就学児と保護者

対象 未就学児と保護者

日時 第１水曜日 10：00～11：30

場所 山滝幼稚園

場所 作才町会館

天神山保育園の保育士が、開催協力しています

曜日 第 1 水曜日(4 月のみ第 2 水曜)

曜日 第 3 金曜日 5 月のみ第 4 金曜日

問合せ・詳細は町内掲示板、社会福祉協議会へ

あそび教室、おやこ教室

ふれんどパーク
対象 就学前の子どもと保護者

親子教室

公立幼稚園 3 歳児遊び広場

場所 五風会保育園

対象 3 歳児
H23.4.2～H24.4.1

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

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

岸和田地域子育て支援センター
(光陽保育園)
キッズクラブ「ふれあいあそび」
手のぬくもりを通して親子が触れ合う
楽しいスキンシップの時間を過ごしま
しょう
対象 未就園児と保護者
日時 10/14(水)9:30～11:30

場所

東岸和田公園

日時 10/15・11/19・12/17
10：00～11：00（雨天はめだか保育園ホール）
場所

城南公園

日時 10/15・11/19（12 月はなし）
15：00～16：00（雨天中止）

公園であそぼう
対象 就学前の子どもと保護者

あそびのひろば

時間はすべて 10：00～11：00

対象 歩行を始めた 2 歳未満の子どもと保護者

※雨天の場合は中止

時間はすべて 10：00～11：00

場所

場所

ときわ公園

日時 10/14（水）

日程 10/８・11/１2・１２/10（木）

場所

場所

吉井若葉が丘公園

日時 11/６（金）

申込不要

子育て支援センターさくらだい
女性センター

日程 10/22・11/26（12 月はなし）

児童家庭支援センター岸和田

ベビーマッサージ

岸和田地域子育て支援センター

日時 原則第 2 火曜日、第 3 金曜日

日時 10/23(金)11/6(金)11/20(金)

お申込み必要です

10:00～11:00

10：00～11：00

対象 1 歳未満児と保護者で全回参加でき

天神山公民館

対象 1 歳未満児とその保護者
保育あり。

る人、申込み先着順 20 組

日程 第 2 水曜日

持ち物 バスタオル、飲み物、フェイスタオ

対象 1 歳未満児と保護者

ル、着替え

天神山小学校区以外の方も OK

申込方法 10/13(火)午前 9 時半より電話

詳細は町内掲示板か岸和田市社会福祉協議会へ

にて

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。

福祉まるごと相談ひろば
当センターは、高齢者の社会参加、いきがいづくりを目的につくられた施設です。昨年から「いこい」を月１回オープンしており、高齢者がお
茶をしたり、健康相談を受けたり、簡単な小物づくりをしたり…自由に来館できます。
今年の６月からは、子育て中の親子にも参加してもらうことで、世代間交流になればとの思いで、乳幼児スペースを新たに設けました。
開催日時

毎月第３木曜日 １０：００～１２：００

開催場所

高齢者ふれあいセンター朝陽（下野町５－３－８）
℡

４３８－４４５６（申込不要）

参加費：無料
※駐車場はありません。

冬に備えてしっかり外遊び！
体をきたえよう！
今年の夏も暑く、外遊びするのはなかなか難しかったですね。秋になり過ごしやすくなってくるとおでかけを楽しむ家庭も多いのではないでしょう
か。
本格的な冬が来る前に、公園の遊具などを使って体を動かして楽しく遊びましょう。
たくさん体を動かすとたくさん呼吸することになり、遊びながら肺や気管支などの呼吸器をきたえることができます。子どもの月齢に合わせてすべ
り台やブランコはもちろん、三輪車に挑戦するのも良いですね。
近くに公園がなかったり三輪車に乗って遊ぶスペースがない人は、お散歩することが体をきたえる良い遊びになります。（ゴールを決めて外の景色
を楽しみながらおしゃべりをしたり、交通ルールを教える機会にもなりますよ。
）まだ歩けない赤ちゃんでもお父さんやお母さんと抱っこやベビー
カーでお散歩すると良い気分転換になりますね。
岸和田市立保健センター

テーマ学習、行事など
家庭教育学級
子育てについて学習します
子育て支援者講座

対象 幼児のいる保護者(１歳半～就学

対象 子育て支援に関わる、または興味のある大人

前までの保育もあります)

の方

「たんぽぽ」市立公民館（堺町）

場所 子育て支援センターさくらだい

「のび・のび・のび」旭地区公民館（東

日時 11/20（金）13：３0～15：00

岸和田市民センター内）

内容 実践に活かそう！！「簡単うたあそび」

「すまいる」山直地区公民館（山直市

お申込は子育て支援センターさくらだいまで

民センター内）

幼稚園フェスタ
（全国幼稚園ウィーク in 岸和田）
公立幼稚園で遊びましょう
日時

１１月９日（月）10：30～11：30

下記の幼稚園は日程が違います。
大宮は６日、新条は７日
八木・八木北・旭は１３日
浜・東葛城・城北は１６日
雨天時は、各幼稚園へお問合わせください。
対象

未就園児（０～５歳）と保護者

☆園児と一緒に遊びましょう。
問合せは各公民館まで
岸和田市立公民館
(岸和田市生涯学習課)

☆参加申し込みは必要ありません。
☆徒歩・自転車でお越しください。
☆保護者同伴でお越しください。

岸和田地域子育て支援センター

元気っこサロン「吃音・統合失調症」

乳幼児を育てている母親や父親、その家族を

様々な要因や環境が複雑に関わっている

元気っこサロン
「アンチエイジング」

対象に保育の経験を生かした子育て支援事業

といわれています。本人ではなく家族が気

日ごろ子育てで疲れているお母さん！

を行っています。子育てに不安や疑問を持っ

づくことが多いようです。気づきや対処法

健康で楽しく生きるために、そのコンセ

ている人、情報交換をしたい人は気軽にご相

について学んでみませんか

プトと、これからの取り組みについて学

談、ご参加ください。

日時 10/21(水)

んでみませんか。

9:30～11:30

申し込み不要

日時 12/2(水) 9:30～11:30
申し込み不要

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

マザーズクラス
「兄弟姉妹の育て方」

キッズクラブ

※子育てサロン、ボランティアサークルの支援

兄弟姉妹を平等に育てる、頭ではわかっ

満した室内から避難する方法等、火災か

に、おもちゃや絵本等の貸し出し、講師・保

ていることですが…。子どもへの接し方

ら身を守る方法を、在園時と一緒に学び

育士等の派遣も行っております。

を振り返ってみましょう

ましょう。

日時 11/25(水) 9:30～11:30

日時 11/18(水) 9:30～11:30

知らせしています。

※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。

申し込み不要

ウェルカムクリスマス
移動動物園

クリスマスまであと少し、待ち遠しい

うさぎ、モルモット、ひよこ等身近な

気持ちを高めながら親子でクリスマス

動物を触ったり抱いたり、ボニーに乗

の飾りを作りましょう。園児たちによ

ったりして楽しく遊べます。動物の正

るクリスマスキャンドルもお楽しみく

しい扱い方や遊び方を学びましょう。

ださい。

日時 10/27(火) 9:30～11:30

日時 12/9(水) 9:30～11:30

申し込み先着順 30 組
申し込み 10/13(火)9:30～電話で

申し込み先着順 20 組
申込み 11/16(月) 9:30～
電話で

※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』などの催しも随時開催し
ています。
※季節に応じた催しの『あそび教室』などもご
ざいます。

「防火教室」

水を使わない着衣着火消火方法、煙が充

申し込み不要

ファミリーズクラス
「気になる子どもとの接し方」
成長過程で気になること、接し方のコツ
を学び、日々の子育てに生かしませんか。
親子で楽しめる遊びも用意しています。
日時 10/31(土)10:00～12:00
申し込み 10/13(火)9:30～
お電話で

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
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 10：00～
が在籍しています
面接相談 月～土曜日 10：00～
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 9:00～18:00(原則火～土曜、祝日応じます)
面接相談 9:30～18:00 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
原則火～土曜、祝日も応じます。
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
五風会 431-3449
星光 443-4819
この花
444-5087
光陽
427-8855
久米田 443-1056
光明 443-6410
東岸和田
426-6000
めだか
422-2923
杉乃木 438-8646
城東 443-4451
新条
445-2671
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
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)

