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みんなでこそだて
「岸和田市在住の人が使える、子育てサロンや広場、園庭開放なんかの情報が、コンパクトにひとめで分かるものはないかなぁ…」そんな声から、生まれました。
岸和田子育てガイド「みんなでこそだて」第 15 号（2016 年 7 月発行）
発行責任者：岸和田市子育て支援地域協議会 子育て支援部会(岸和田市保育課) 編集：児童家庭支援センター岸和田

うまく使って、
子育てに役立て
てみよう♪

子育て中のお母さんを応援します！

岸和田市在住（対象
年齢有）なら利用で
きるものや、在園時
に利用できるものが
あるよ♪

公立保育所１１園で
緊急一時預かりを
しています。

緊急要件
保護者の病気、出産、
家族の介護、冠婚葬祭など
年間１０日間利用でき
ます。
できます。

詳しくは、各公立保育所にお問い合わせください。
電話番号は最後のページに掲載しています。

リフレッシュ
その他の要件
引っ越し、兄弟の学校行事、
就職面接、美容院など
週１回、年間で５日間

利用料：1 日 2000 円（半日 1200 円）

利用できます。

対象：岸和田市在住の 3 ヶ月～就学前の子ども

長期休業中（春休み・夏休み・冬休み）
も実施しています。
（午前８時半～午後６時）

就労証明不要！
（働いていなくても預けられます。）

公立幼稚園預かり保育
（アフタースクール）
１８：００まで
お子様をお預かりします。
公立幼稚園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）
在園児で希望する子どもを引き続き幼稚園でお預かりし、家庭的な雰囲気の中で教育
活動を行います。子どもたちに遊びの場を提供して、先生や友達と安全で楽しい時間

家庭的な雰囲気の中で過ごしています。

を過ごすことを目的としています。また、保護者の皆様が安心して仕事や家事・用事
ができ、子どもと親がより良い親子関係が築けるよう「家庭の子育て支援」も目的に
しています。どうぞ、ご利用ください。※料金などの詳細はお近くの幼稚園にお問い
合わせください。

こんにちは！
子育て支援センターさくらだいです

ピープル 3 か園チャイルドひろばを
開催します！！
日時：平成２８年１０月１２日（水）

子育て支援センターでは、地域の子育てを応援しています。

１０：００～１１：３０（９：３０受付）
今回の場所：認定こども園
ピープル八木南チャイルドスクール
当日は園見学・体操・お製作など、保育教
諭と一緒に楽しいことが盛りだくさん！！

おうち de 子育て相談
～保育士がお家に訪問します～
内容

対象
申込
流れ

子育て支援センターさくらだいの保育士が、手作りおもちゃや
子育て情報を持っておうちにうかがい、子育てのご相談にお応
えします。
０歳～就学前の乳幼児のおられるご家庭
電話でお申込ください（072-445-1962）
①電話で日程を調整し、訪問日時を決めます。
②保育士がおうちを訪問します。
ゆっくりお話しましょう。
(約 1 時間程度を目安としています)

お問い合わせ、お申込み
岸和田市立子育て支援センターさくらだい
住所 岸和田市尾生町 5 丁目 3－40
Tel
0７２－４４５－１９６２
Fax ０７２－４４５－１９６３

ピープル久米田チャイルドスクール
072-448-6763

割りばし１本

どんぐり２つ タコ糸

①どんぐりにキリで穴をあけ、その穴に
タコ糸を入れ木工ボンドでくっつける。

072-44１-0506

072-438-3571

セロテープ キリ（目打ち）

季節の工作
木工ボンド

色画用紙

③もう一枚の紙皿を
セロテープでくっつける

か穴が開きません。なので、防虫のため
どんぐりを煮た後のやわらかいうちに、
前もって穴を開けておくといいですよ。
穴を開けるのは必ず、大人の方が行って
④色画用紙で２つのたぬ
きを作り紙皿（表・裏）

②割りばしにどんぐりをつけたタコ糸

にのりで貼る。たぬきの

を結び、その割りばしを紙皿の真ん中で

表情を変えるのもかわい

セロテープを使って固定する。

いですよ。

※防虫とは…拾ってきたどんぐりを、いらなくなった鍋でお湯を沸かして、どんぐり
を煮ます。これで発芽や虫が出てくるのを防げます。その後、しばらくの間広げて乾
燥させます。不十分だとここでカビが
生える場合もあるので注意が必要です。

担当：井上

ピープル大芝チャイルドスクール

※どんぐりは思いのほか固いので、なかな

下さい。

担当：山崎

ピープル八木南チャイルドスクール

でんでんたぬき

おうちでやってみよう♪

紙皿２枚

・秋の遊び教室の日程が決まりました！
11 月 2 日（水）・11 月９日（水）
・平成２９年度ご入園を予定している方、
ちょっと見学だけしたい方みなさん
大歓迎です！
是非お越しください！
お問い合わせ下さい。

お電話お待ちして
います。

こんな時、ご利用ください。
＊
子育てのこと、ちょっと相談してみたいけど、
支援センターまで行けなくて・・
＊
近隣の子育て情報を知りたいけれど、
引越してきたばかりで土地勘がない・・
＊
まわりの人に気兼ねなくゆっくり話をしたいな・・・など

<準備物>

・1 号認定（幼稚園枠）についての
入園相談も、随時承ります。

どんぐりがたぬきのお腹にあたって音がなり、
面白いです。でんでんたぬきの出来上がり！！

のり

担当：高野

季節の行事

定期的に行われている園庭開放・サロン・
親子教室・ベビーマサージなどの情報は
「みんなで子育て保存版 2016」をご覧下さい。

お知らせなど

岸和田地域子育て支援センター（下松町
ファミリーズクラス
『子育て講座Ｑ＆Ａ』
『親子 DE 野外クッキング』
日頃悩んでいること、聞いてみたいことを専門家の先生
方を交え、話し合ってみませんか。もっともっと子育て
が楽しくなるヒントがきっとみつかるはずです。

光陽保育園内）☎428-2880

キッズクラブ
『ふれあい遊び』
手のぬくもりを通して親子が触れ合い、
子どもとお母さんの楽しいスキンシッ
プの時間を過ごしましょう。
対象 未就園児と保護者
申込不要・無料

又秋空の下、親子クッキングで、普段台所に立たないお
父さんやお子さんにも、料理を楽しんでいただきたいと
思います。メニューは、お楽しみ…。

日時 10/19(水)9:30～11:30
場所 岸和田地域子育て支援センター

定員 20 組（申込先着順）

キッズクラブ
『運動遊び』-Part1-

申込 10 月３日(月)９時半から電話で当センターまで

手や足を動かしながら、運動神経を鍛

日時 10/29(土)9:30～12:00

えましょう。最新の理論に基づいたト

対象 未就園児と保護者

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
対象

未就園児（０～５歳）と保護者

日程

１１月１４日（月）

下記の幼稚園は日程が違います。
（新条は５日、大宮は１１日、
大芝・太田は１５日、城北は２１日）
時間

午前１０時半～１１時半

※雨天時は、各幼稚園へお問合わせください。
☆園児と一緒に遊びましょう。
☆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。

レーニング方法を大学の先生に学んで
みませんか。

元気っこサロン『離乳食からの食育』
最も注目されている食育。しかし「食育ってなに？」
とあまり深く知らない人も多いようです。食事の楽しさ

対象 未就園児と保護者
申込不要・無料
日時 11/2(水)9:30～11:30

親子が気軽に立ち寄れ、遊べる場所です。

を教えること、よく噛むことの大切さなど基本的な知識
対象 未就園児と保護者 申込不要・無料

キッズクラブ
『運動遊び』-Part２-

日時 10/12(水)

東京都教育委員会が実施している「児

をわかりやすく学んでみませんか。
9:30～11:30

童の運動あそび」を指導している公認

元気っこサロン
『冬季に流行する感染症』
これから寒い冬がやってきます。乾燥した空気、体温が
下がり抵抗力が下がった身体…。

講師が、Part1 で学んだことを実践。
様々な運動の基礎となる動きを覚える
ことで、楽しく飛躍的に運動能力をの
ばしましょう。
申込不要・無料
日時 11/9(水)9:30～11:30

専門の先生に聞いてみましょう。
9:30～11:30

消火方法・火災時に煙が充満した室内

薬には、口から飲む薬(内服薬)と、貼ったり塗ったりす

から避難する方法等、火災から身を守

る薬(外服薬)があります。そして、注射薬というものも

る方法を在園児と一緒に学びましょ

あります。薬の正しい服用方法、症状、安全性など、薬

う。

について色々学んでみませんか。

対象 未就園児と保護者

9:30～11:30

申込み不要・無料
日時 11/16(水)

9:30～11:30

待ち遠しいクリスマスまであと少し…。人形劇団「クラルテ」による「あわてんぼうのサンタクロー
ス」の人形劇やクリスマスソング、在園時の幻想的なクリスマスキャンドルをお楽しみください。
申込 12 月 5 日(月)9 時半から電話で当センターまで。
定員 30 組（申込先着順）
日時 12/20(火)

9:30～11:30

場所になれたらうれしいです。
場所：山直地区公民館（山直市民センター）
対象：未就学児と保護者
開催日時：第１・第３水曜日 １０時～１
場所：児童家庭支援センター岸和田
２時
日時：12 月 23 日（金）１０：００～
対象：双子、三つ子など多胎出生のお子さ

※事前予約要・電話または HP より（11 月
中旬頃 HP アップ予定・詳細ご覧下さい）
☆多胎児ママのスタッフがいます☆
多胎児ならではの育児の大変さを
わかちあえたら嬉しいです♪

『ウェルカムクリスマス』

対象 未就園児と保護者

いね。ママと赤ちゃん、子どもたちの居

お気軽にお越し下さい♪

元気っこサロン『小児の薬について』

日時 12/7(水)

思い立ったらフラッと立ち寄ってくださ

※出入り自由です。

キッズクラブ
『防火教室』
消防の方より、水を使わない着衣着火

対象 未就園児と保護者 申込不要・無料

時間内の出入りは自由です。

んとその保護者、ごきょうだい・プレママ

対象 未就園児と保護者 申込み不要・無料
日時 11/30(水)

“先輩ママ”とお話しできます。

多胎児のつどい

対象 未就園児と保護者

冬は感染症にかかりやすくなる季節です。
これからどんな感染症が流行るのでしょうか。

子育て応援隊
１０月より、やまだいキッズルームが
スタートします。

これから多胎児の出産を
控えている方も大歓迎です♪
子どもたちは広い室内で思い切り遊ぼう！

市立公民館（堺町）
☆パパサロン
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！」
受付随時 先着 15 組（要予約）

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！

電話相談（来所相談）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(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)
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
月～金曜日 9:00～17:00(要予約)
☆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）

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「保育所・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
公立保育所全園 連絡先は下記一覧をご参照ください
☆電話相談 月曜～土曜 9:00～17:00
公立幼稚園全園 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
岸和田市保健センター 423-8811
☆電話相談 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 専属心理相談員による相談対応時間 原則平日（水曜を除く）10:00～1５:00（24 時間受け付けております）
☆来所相談 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
星光保育園 443-4819
光陽保育園 427-8855
久米田保育園
光明保育園 443-6410
東岸和田保育園 426-6000
めだか保育園
新条保育所 445-2671
城東保育園 443-4451
中央保育園 438-1981
杉乃木保育園
認定こども園
八木こども園 445-2472
認定こども園五風会 431-3449
山直南こども園
はちまん認定こども園 438-4541
この花こども園 444-5087
認定こども園やまだい保育園
認定こども園ピープル久米田チャイルドスクール 448-6236
認定こども園天神山保育園
認定こども園ピープル八木南チャイルドスクール 441-0506
東光こども園
認定こども園ピープル大芝チャイルドスクール
438-3571
公立保育所
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
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
八木北保育所 443-2995
桜台保育所
444-6291
修斉保育所 427-9767

幼稚園一覧(市外局番

443-1056
422-2923
438-8646
445-0482
444-6857
426-6031
429-1050

427-7934
439-9981

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
八木南幼稚園 444-1090
城東幼稚園 444-7186

新条幼稚園 444-2461
八木北幼稚園 443-6577
光明幼稚園 444-0763
常盤幼稚園 427-1441
山直南幼稚園 479-0836
山滝幼稚園 479-0807

八木幼稚園 445-4552
山直北幼稚園 444-1115

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
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)→

