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～妊婦さんから産後ママまで～ 

助産師に相談できる「ママにっこり相談」が始まりました 

 

平成 28 年４月から、妊婦さんや産婦さんが助産師に相談できる「ママにっこり相談」が始まりました。妊婦さんや産婦さんご自身の体調や、

妊娠・出産、産後の育児について気になっていることを、保健センターで気軽にゆっくり、助産師に相談してみませんか？ 

ママのことが心配なパパや、ご家族も相談できます。相談は無料・予約制です。相談を希望する人は、保健センターにご連絡ください。 

 

    どのような相談ができるの？ 

                               ○はじめての妊娠でわからないことがあるのでゆっくり相談したい。 
  
                               ○妊娠中に気をつけることは？ 
  
                               ○母乳育児のことを相談したい。 
  
                               ○赤ちゃんの体重が増えているか心配。 
  
                               ○産後のママ自身の身体のことが気になる。  ・・・など 

 

助産師や保健師の家庭訪問を実施しています 

 

助産師や保健師が訪問して、赤ちゃんの身体計測、産婦さんの母乳・育児相談などを行います。妊婦さんの心身の相談も行っています。 

母子健康手帳別冊についている「新生児訪問依頼票」のはがきを保健センターへ送付してください。 

妊婦さんやすでに新生児訪問を利用された人は電話で保健センターにご相談ください。 

訪問は無料・予約制です。                          ＜連絡先＞ 

                         岸和田市立保健センター（岸和田市別所町３-12-１） 

                         電話 072-423-8811  FAX 072-423-8833 

                         メールアドレス kenko@city.kishiwada.osaka.jp  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子育て支援センターさくらだいでは 妊婦さんあつまれ～！  

ぷちママ 

子育て支援センターでは、妊婦さんを対象にぷちママを開催しています。内容は、赤

ちゃんのおもちゃ作りや、地域や保育所などの子育て情報の交流、子育ての仲間づく

りのお手伝いをしています。『赤ちゃんが生まれたら・・・』と、わくわくドキドキし

ながら話をしたりして楽しく過ごしています。ぜひ一度覗いてみてください。 

  

 日時 毎月第 2 火曜日 毎月第 4 火曜日 

場所 子育て支援センター 

さくらだい（尾生町） 

桜台市民センター 

（下松町） 

時間 13：30～14：30 13：30～14：30 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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 7/12、8/9、9/13、10/11 

場所 桜台市民センター 

日程 7/26、8/23、9/27、10/25 

あかちゃんサロン 

場所  市立公民館（堺町） 

日時  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） 

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 8/24 8/31 9/7(水)   申し込み 8/8～ 

   10/19、10/26、11/2(水) 申し込み 10/3～ 

場所 新条公民館 

日程 7/22、7/29、8/5(金)   申し込み 7/4～ 

場所 女性センター 

日程 9/23、9/30、10/7(金)   申し込み 9/5～  

※お問合せ、申込みは子育て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 10/18、11/15 （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 

1歳未満、未歩行の赤ちゃん、

妊婦さんのための催し 

 

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 

対象 未就園児と保護者 

場所 公立保育所で開催  日時 毎週火曜日 ９：３０～１１：００ 

＊徒歩 自転車 バギーでお越し下さい。 

＊事前申し込みは要りません。 

＊参加費は無料(傷害保険料として初回 100円が必要です。一年間補償)。 

 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して遊びま  

 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 

親子ふれあい教室 

毎週火曜日 9：00～11：00 

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 

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。 

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 

園 庭 開 放 
 

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 

   ※申し込み不要  

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 

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・年間料として 

      100円が必要です) 

※徒歩・自転車・バギーでお越し下さい。 

看護師・調理師がいます。健康・離乳食のことなど、お

気軽にご相談下さい。 



多胎児のつどい  時間 10 時～14 時頃 

場所：児童家庭支援センター岸和田  

日程：7/22、(8月第４金曜も予定しています)       

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 

  

対象 ０歳から入園前の子どもと保護者    

※問合せは各公民館まで（岸和田市生涯学習課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

対象 未就学児と保護者 

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 

日時 毎週木曜日、第 1・2・4・5 金曜日 

  （3・7・8・12月の第 4金曜はなし） 

   10：00～12：00（出入り自由） 

対象 未就学児と保護者 
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     

 ※お問合せは各公民館まで（岸和田市生涯学習課） 

 

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 

場所 山滝地区公民館 

日程  詳しくは町内掲示板等参照 

対象 未就学児と保護者ときょうだい 

 

えほんひろば 

場所 子育て支援センターさくらだい 

日時 7/4、8/1、9/5、10/3（第１月曜） 

10：00～1２：00（時間内出入り自由） 

対象 未就学児と保護者 ※申し込み不要 

こやぎちゃんルーム   

場所 八木市民センター  

日時 7/6、9/7、10/5（第１水曜） 

  10:00～11:00（時間内出入り自由） 

対象 未就学児と保護者 

 自由に遊べる親子の交流の場です。 

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 

場所 UR 都市機構春木団地集会所 

日時 第 3水曜日 

対象 未就学児と保護者 

どこの校区で

もお越しいた

だけます 

室内、サロン、文庫 

 

☆パパサロン   ※受付随時 先着１５組（要予約） 

日時 ８月７日（日）午後 3 時～５時 

「パパとワイルド遊び～身の回りのものを使って 

        とことんワイルドに遊ぼう！」 

日時 １０月 1６日（日）午後３時～５時 

「パパとバルーンアートを楽しもう～バルーン 

        アートで犬や花、刀作りに取り組もう！」 

☆市立公民館キッズルーム 

         （未就学児と保護者対象） 

日時 毎週木曜日 １０：００～１６：００ 

         （第１週は午後のみ） 

※いずれも場所：市立公民館（堺町） 

あさひキッズルーム（未就学児と保護者対象） 

  場所  旭地区公民館（東岸和田市民センター内）  日時 毎週水曜日 １０：００～１６：００ 

   

   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） 

日時 ●毎週水曜日 10:00～12:00 

  対象 ２歳未満の子どもとその保護者 

    ●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その保護者 

 

 ときわキッズルーム（未就学児と保護者対象） 

場 所 常盤地区公民館（桜台市民センター内） 

日 時 第 2・４木曜日 １０：００～１２：００  

    （８月・９月日程要問合せ） 

 
親子で遊ぼう  

対象 未就学児と保護者 時間 10:00～11:00 

場所 東岸和田市民センター 7/16(土) 

   光陽地区公民館 8/17、10/19(水) 

   八木市民センター 10/15(土) 

時間 10：00～11：00  
ぐりぐらくらぶ（未就学児と保護者対象） 

場所 春木市民センター  

日時 第２金曜日 １４：００～１６：３０ 

多胎児を持つ親同士の交流の場です。妊婦さんもご参加く

ださい。 

 

やぎキッズルーム（未就学児と保護者対象） 

場所 八木地区公民館（八木市民センター内） 

日時 第２・４火曜日 １０：００～１６：００ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岸和田地域子育て支援センター 

（下松町 光陽保育園内） 

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) 

わらべうたを聴きながら、目で見て手でふれて、赤ちゃんの

身体の声を感じてみませんか。 

日時  10/7、10/21、11/4 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 9/5(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 

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 

★あそびのひろば 

歩行を始めた 2 歳未満の子どもと保護者 

場所 子育て支援センターさくらだい

日程 7/14、9/8、10/13、11/10(木) 

場所 女性センター 

日程 7/28、8/25、10/27(木) 

※時間はすべて 10：00～11：00 

★ふれんどパーク 

就学前の子どもと保護者 

① 東岸和田公園 

日程 7/21、9/15、10/20(木) 

     （雨天はめだか保育園ホール） 

② 大芝公園(雨天中止) 

日程 9/14(水)  

③ 門前公園(雨天中止) 

日時 10/12(水)  

④ 尾生久米田第 3 公園(雨天中止) 

日時 7/27、9/28、10/26(水) 

※時間 ①～③ 10:00～11:00 

         ④ 15:00～16:00 

お問合せは 

 子育て支援センターさくらだいまで 

 

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  

   10：00～11：00 ※申込み要（ＨＰ・お電話） 

対象 概ね 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。 

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。 

☆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）                   お問合せは各公民館まで 

ぷちこうよう 

 2 歳児プレイクラス 後期 

 

対象 2歳児と保護者 

   ※下記 3回とも参加できる人 

日時 10月 11月 12月の第 2金曜日 

   10:30～11:30  

申込み 9/26(月)～9/30(金) 

        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 

キッズクラブ 水・どろんこ遊び 

 子どもが大好きな水・どろんこ遊び。 

水・どろの感触を肌で感じてみませんか。こ

の季節、暑さ対策にもなる水・どろんこ遊び

で思う存分楽しみましょう。 

対象 未就園児と保護者 申込不要 

日時 7/13(水)、7/27(水) 9:30～11:30 

場所 岸和田地域子育て支援センター 

マザーズクラス  

子どものお絵かき・造形 

子どもの絵又は、作ったものの何をどう褒め

たら良いのか、悩んだ経験をお持ちの方は、

多いのではないでしょうか。描き方、作り方

を教えてと言われた時に、どのように教えて

あげれば良いのか、一緒に学びませんか。 

対象 未就園児と保護者 申込不要・無料 

日時 7/20(水)9:30～11:30 

場所 岸和田地域子育て支援センター 
マザーズクラス 

防災は生活基盤の原点 

災害は、いつどんな場所で起こるかわかり

ません。いざという時、小さい子どもの身

を守るのは、近くにいる大人の役目です。

自分の命は自分で守る方法を学びましょ

う。 

対象 未就園児と保護者 申込不要 

日時 9/7(水)9:30～11:30 

場所 岸和田地域子育て支援センター 

プール遊び 

暑い夏、幼児プールで、水に慣れてい

ない子どもも、お母さんやお友だちと

水遊びのおもちゃゲームをして存分に

楽しみましょう。 

対象  未就園児と保護者  

場所  桜台プール（下松町） 

日時  8/16(火) 9:30～11:00 

申込み 8/1 9:30 から 

    電話で当センターまで 

    ※先着順 20組 

《持ち物》 水着・タオル・下着 

 

テーマ学習 

行事など 

ベビーマッサージ 
あそび教室・親子教室 

 



③ 絵が表にくるようにし,ボール状にくるっと 

   巻き、ホッチキスでとめる。 

    

④ 輪ゴム２つをつなげ、それを上の方で 

   ホッチキスでとめる。ヨーヨーが大きいので、 

   手でつきやすくおもしろいよ。 

 水遊びのおもちゃを 

作ってみよう

 

 

麻しん（はしか）風しん 

 

～１歳になったら１回、小学校入学前の１年間にもう１回受けましょう～ 

 麻しん（はしか）風しん予防接種は、１歳の時と、小学校入学前年の合計２回の接種を受けることで、免疫の持続期間を長く保つことができます。 

 接種対象年齢を過ぎると１万円程度の接種費用が必要になります。早めに接種しましょう。 

 

   ◎接種対象（平成 28 年度）：平成 29年３月 31 日まで 

   １期・・・１歳～２歳の誕生日の前日まで 

   ２期・・・平成 22 年４月２日生～平成 23 年４月１日生 

   ◎実施場所：岸和田市内実施医療機関 

   ◎接種回数：１期、２期とも各１回 

   ◎接種ワクチン：原則として麻しん風しん混合ワクチンを接種します。 

           麻しんまたは風しんにかかった人も麻しん風しん混合ワクチンの接種ができます。 

    

   ☆予防接種に関するお問い合わせは、岸和田市立保健センターまで（電話４２３－８８１１） 

   予診票を転入等の理由でお持ちでない人は、保健センターまでご連絡ください。 

 

 

 

 

 

 

                                                   

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ★ヨーヨー★  準備物 １ℓの牛乳パック・輪ゴム・ハサミ・ホッチキス・油性ペン  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～暑い夏を涼しく 

      気持ち良く過ごそう！～ 

① 牛乳パックを 4側面になるように切る 

        

 

② 牛乳パックの内側に油性ペンで 

   好きな絵を描く。 

        

かわいいヨーヨーだよ♪ 

 

市立幼稚園 夏祭り 

・城 北幼稚園   

 ７月 ６日（水） 

    １０：３０～１１：３０ 

・山 滝幼稚園   

 ７月 ６日（水） 

    １０：００～１１：００ 

・八 木幼稚園   

 ７月 ６日（水） 

    １０：００～１１：００ 

・東葛城幼稚園   

 ７月１１日（月） 

    １０：３０～１１：３０ 

・修 斉幼稚園   

 ７月１１日（月） 

    １０：３０～１１：３０ 

☆徒歩または、自転車でお越しください 

☆暑いので水筒や帽子を各自ご用意  

 して下さい。 

☆雨天の場合も開催します。詳しく  

 は、各園にお問い合わせください。 

 

☆徒歩または、自転車でお越しくださ

い。 

7月 2日（土）夕方～  

※開始時間・内容、各保育所にお問合せ 

 下さい。地域の方も遊びに来て下さい。 

公立保育所  

夕涼み会 

＜作り方＞  

①わらび粉に水を加え、しばらく置いてから火にかけ 

 練り上げる。 

②火を止め、熱いうちにスプーン等ですくい取るか型に 

 入れ清潔な包丁、まな板で切る。 

③水中で冷やし固める。             

④きな粉、砂糖、塩を混ぜ合わせ、半量で③をあえ、 

 残りの半量を上からかける。 

         （公立保育所のおやつのメニューより） 

 

わらび餅         

 ＜材料＞ 幼児３人の分量です 

  わらび粉   45ｇ      

  水      240ｇ     

  きな粉    18ｇ      

  砂糖     18ｇ       

  塩     0、3ｇ 

暑い日のおやつにぴったり 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          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 9:00～17:00 

  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 

                                    月曜～金曜 9:00～17:30 

 児童家庭支援センター岸和田 421-2000  または フリーダイヤル 0120-45-0720           

  電話相談 原則 平日 10:00～15:00 （水曜 10:00～13:00）                

  面接相談 原則 平日 10:00～15:00 （水曜、土日祝日、年末年始のぞく） ※要予約   

                            

         

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         423-9625   ※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    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 

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！ 


