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公民館に遊びにきませんか！
だれかとおしゃべりしたくなったら・・・
おうちのおもちゃにあきたら・・・

キッズルーム
事業名

場所

市立公民館

市立公民館
072-423-9615

申込不要・参加無料

キッズルーム

はるき

市立公民館分館

キッズルーム

(春木市民センター)
072-436-4500

日時

旭地区公民館

キッズルーム

(東岸和田市民センター)
072-428-6711

ときわ

常盤地区公民館
(桜台市民センター)

内容
10 時～12 時は“先輩ママ”
とお話もできます。

毎週木曜日
第１週のみ

10 時～16 時
12 時～16 時

0 歳児～未就学児と
保護者
プレママ・プレパパ

毎週水曜日

10 時～12 時

時間中は、
“先輩ママ”とお
0 歳～2 歳未満の赤ちゃ
話もできます。
んと保護者

毎週木曜日

毎週金曜日

あさひ

対象

毎週水曜日

10 時～12 時

10 時～12 時

10 時～16 時

第 2・４木曜日

10 時～12 時

0 歳～4 歳児と保護者

※開催日時は事前にご確認
ください。

0 歳～4 歳児と保護者

※春木市民センターには
「はるきキッズルーム年間
カレンダー」を置いていま
す。

0 歳児～未就学児と保護
者、プレママ・プレパパ

10 時～12 時と 14 時～16 時
の各 2 時間は“先輩ママ”
とお話もできます。

0 歳児～未就学児と保護 “先輩ママ”とお話もでき
者
ます。

キッズルーム

072-428-9229

やぎ

八木地区公民館
(八木市民センター)
072-443-6848

第 2・3・４水曜日
10 時～16 時

10 時～12 時と 14 時～16 時
0 歳児～未就学児と保護
の各 2 時間は“先輩ママ”
者
とお話もできます。

山直地区公民館
(山直市民センター)
072-441-1451

第 1・3 水曜日

0 歳児～未就学児と
保護者

キッズルーム
やまだい
キッズルーム

あかちゃんサロン
（市立公民館）
毎月第１木曜日１０時～１２時
未歩行のあかちゃんと保護者対象
要申込・参加無料 072-423-9615
※10 月～12 月開催の詳細については、
「季節の行事 お知らせなど」のページ
をご参照ください。

10 時～12 時

“先輩ママ”とお話もでき
ます。

パパサロン（市立公民館）
10 月 15 日（日）・12 月 10 日（日）15 時～17 時
平成 30 年 2 月 25 日（日）10 時～13 時
１歳半以上の子どもと父親対象
要申込・参加無料(材料費有) 072-423-9615
※10 月 15 日開催の詳細開催の詳細については、
「季節の行事 お知らせなど」のページをご参照ください。

ほっとスペース「ゆるり」
こんにちは、
「子育て支援センターさくらだい」です。
子育て支援センターさくらだいは、妊婦さんから就学前の子ども達と保護者の方の交流の場づくりを、
市内各所で取り組んでいます。子育ては楽しいことばかりではありませんが、みんなで支えあいなが
ら、子育ての輪をひろげていければと思っています。
ほっとスペース「ゆるり」は、乳幼児を子育て中

季節が変わり、すこし疲れが出ていませんか？

の保護者・家族の方に、ゆっくりしていただく場です。
「子育てがしんどいな。
」
「ゆっくり相談したい。
」
「ちょっと、ほっとしたい。
」など、少しでもリフレッシュしていただく場として開設しています。お
母さんだけで来られることもあります。気になることや悩みなどのご相談にも応じていますので、気
兼ねなくおこしください。

＊ 不定期開催です。午前９：３０～１２：００

午後１：００～４：００

開催日は、広報やＨＰなどでお知らせしています。
「岸和田市立子育て支援センターさくらだい」と検索していただくと、
市のＨＰでご覧になれます。
＊ お問い合わせ：子育て支援センターさくらだい

℡ ０７２－４４５－１９６２

ぼっくりパラシュートを作ろう！
用意するもの
・まつぼっくり・カラーポリ袋・モール
・たこ糸（５０ｃｍ×二本）・セロハンテープ
・油性マジック・はさみ

秋の工作♪
親子で作って
遊んでみよう！

この部分は切れていないように！

作り方 ①

②

③

④

切る。
３０ｃｍ×３０ｃｍに
はさみで切る。

半分に折る。

⑤

こちら側を真ん中の線まで
折り返し、下の部分をはさみ
で切る。

たこ糸をセロテープで
4 箇所とめる。

⑥
＜完成＞

まつぼっくりとパラシュートの
糸の部分をモールでつなぐ。

④をひっくり返して好きな絵を描
いて出来上がり！！

☆広くて安全な所で飛
ばしましょう！
☆高い所から飛ばして
見てね！

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・ベビーマッサージなどの情報は
「みんなでこそだて保存版 2017」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 光陽保育園内

℡ 428-2880）

いずれも未就園児と保護者対象、場所は岸和田地域子育て支援センターで。無料。
★以外は申し込み不要。
講

座

『園庭あそび』

講

内

日

時

子ども達は季節を問わず、外で遊ぶのが大好きです。外
毎週水曜日
で思い切り体を使って遊ぶことで、基礎体力が向上し、
9 時半～11 時半
五感が刺激されます。楽しい時間を過ごしませんか。

座

元気っこサロン
『離乳食からの食育』

容

民間園あそび教室

内

容

日

時

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。食事の楽しさを 10 月 11 日（水）
教えること、よく噛むことの大切さなど基本的な知識を 9 時半～11 時半
わかりやすく学んでみませんか。

★申込 10 月１０日（火）9 時半から電話で当センターまで。定員 20 組（申込先着順）
講 座
内 容
日 時
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
ファミリーズクラス
が楽しくなるヒントがきっとみつかるはずです。又親子 10 月 21 日（土）
『子育て講座 Ｑ＆Ａ』
クッキングで、普段台所に立たないお父さんやお子さん 9 時半～12 時
『親子 DE クッキング』
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…。
★申込 10 月１０日（火）9 時半から電話で当センターまで。定員 30 組（申込先着順）
講 座
内 容
日 時
うさぎ、モルモット、ひよこ等身近な動物達を触ったり
10 月 25 日（水）
『移動動物園』
抱いたり、ポニーに乗ったりして楽しく遊べます。動物
9 時半～11 時半
の正しい扱い方や遊び方を学びましょう。
講

座

内

容

日

子どもをねらった事件が後をたたず、大事な我が子を守
るために親としてできることを学びましょう。

11 月 15 日（水）
9 時半～11 時半

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消火方法、火災時
に煙が充満した室内から避難する方法等、火災から身を
守る方法を在園児と一緒に学びましょう。

11 月 22 日（水）
9 時半～11 時半

軽度のものから生命にかかわるものまで感染症の種類
元気っこサロン
はさまざま。予防法、治療法などに薬が使われています。 11 月 29 日（水）
『感染症と
なぜその薬が処方されるのか、また、どのような効果が 9 時半～11 時半
薬について』
あるのか専門の先生から学びましょう。
★申込 11 月 13 日（月）9 時半から電話で当センターまで。定員 20 組（申込先着順）
講 座
内 容
日 時
もうすぐクリスマス。クリスマスの準備をする時間は楽
『ウェルカム
しいものです。世界でひとつだけのクリスマスリースを 12 月 6 日（水）
クリスマス』 親子で作りましょう。そして、園児による幻想的なクリ 9 時半～11 時半
スマスキャンドルサービスをお楽しみください。
座

内

容

なぜ予防接種が必要なのでしょうか。集団生活に入りそ
元気っこサロン
の中で感染症が発生すると、発症前に既に感染が起こっ
『入園前に勧めたい
ておりなかなか予防はできません。入園前に済ませてお
予防接種』
きたい予防接種を専門家から学びましょう。

時

対象：未歩行の赤ちゃんと保護者
場所：岸和田市立公民館（堺町 1-1）
参加無料 要申込み（電話 072-423-9615）
１０月５日（木）
「ふれあい遊び・お話など」
１１月２日（木）
「自由遊び」
１２月７日（木）
「赤ちゃんサロン DE クリスマス」
（時間は全て１０時～１２時）

民間保育園
双葉（春木中町）
光陽（下松町）
久米田（下池田町）
杉乃木（八阪町）
光明（尾生町）
めだか（土生町）
ﾄﾞﾙﾁｪ ﾊﾞﾝﾋﾞｰﾆ（荒木町）
城東（三田町）
中央（北町）

認定こども園
八木（今木町）
山直南（山直中町）
はちまん（八幡町）
やまだい（今木町）
天神山（天神山町）
ﾋﾟｰﾌﾟﾙ久米田（池尻町）
ﾋﾟｰﾌﾟﾙ八木南（小松里町）
東光（藤井町）
ﾋﾟｰﾌﾟﾙ大芝（磯上町）
五風会（岸城町）
この花（春木旭町）
星光（荒木町）
東岸和田（土生町）

参加者大募集中！リビングスタンプラリー
大人から子どもまで誰もが集える地域の居場所（＝リビ
ング）が岸和田市内に４０ヶ所以上あります。
「できるだけ多くの人にリビングに参加してもらいた
い」という想いから、久米田圏域（八木・八木北・八木
南校区）の１１ヶ所のリビングで、１２月末までスタン
プラリーを開催しています。
３ヶ所のスタンプを集めた人には、先着で１００名にド
リンク無料券をお渡しします！（なくなり次第、終了）
久米田圏域内のリビングなど詳細については、「岸和田
市社協 リビングスタンプラリー」で検索してみてくだ
さい！箇所
問合先：岸和田市社会福祉協議会

12 月 20 日（水）
9 時半～11 時半

パパサロン

赤ちゃんサロン

音楽療法ってなんだろう？

日

対象：1 歳半～3 歳児と保護者
日時：10 月 25 日（水）
・11 月 1 日（水）
9 時半～11 時
定員：各園各日 20 組（申込先着順）
申込：10 月 16 日（月）午前 9 時から各園へ
※雨天時の開催可否は各園にお問合せください。
各園の電話番号は次ページご参照ください。

時

マザーズクラス
『防 犯』

講

「保育園や認定こども園ってどんなことをしているの」
「同じ年頃の子どもたちと遊ばせたい」
などと思っていませんか。皆で楽しく遊びましょう。

０７２－４３７－８８５４

チャイルドひろば

～パパとバルーンアートを楽しもう☆～
日時：１０月 1５日（日）午後 3 時～5 時
場所：岸和田市立公民館（堺町 1-1）
対象：1 歳半以上の子どもと父親
無料
定員：15 組 随時受付（電話 072－423-9615）

園に遊びに来ませんか？！
園生活を体験したい方！！
園の子ども達や先生たちと触れ合いあそびなど、
楽しく遊びましょう♪

バルーンアートで犬や花、刀作りに取り組もう！
（おやつ、お茶はご持参ください）

日時：12 月 7 日（木）
10 時～11 時半（9 時半より受付開始）
場所：認定こども園
ピープル八木南チャイルドスクール
対象：1 歳児～6 歳未就園児までのお子様

～子どもはどう変わるの？ 発達障がい児への支援～

子どもへのアプローチ法を学び、家庭でもできるプログラムを実際に体験してみませんか。
日時：11 月 30 日（木）10 時から 12 時
場所：岸和田市立公民館（堺町 1-1）
講師：金谷 ますみ氏（岸和田ぴょんぴょん教室）
対象：発達障がいの子どもをもつ親
定員：20 名
参加費：無料
保育：5 名（1 歳半～就学前の子ども）
申込：10 月 20 日から直接・電話・メールで 保育の申込は直接・電話のみ
電話：072-423-9615
メール：syogaig@city.kishiwada.osaka.jp

ピープル八木南チャイルドスクール
072-441-0506（担当：井上）

電話相談（来所相談）できるところ

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「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
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
☆電話育児相談 月～金曜日 9:00～17:30
公立幼稚園全園 連絡先は下記一覧をご参照ください
☆来所相談
月～金曜日 9:00～17:30(要予約)
☆電話相談 月曜～金曜 8:30～17:00
☆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。 岸和田市保健センター 423-8811
☆電話相談 月曜～金曜 9:00～17:30
対象：０歳～就学前の乳幼児のおられるご家庭
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)

申込：電話でお申込みください（随時）

児童家庭支援センター岸和田 421-2000
※子どもフリーダイヤル 0120-45-0720（お子さん本人からの相談用）
☆電話相談 専属心理相談員による相談対応時間 原則平日 10:00～16:00（24 時間受け付けております）
☆来所相談 原則 平日 10:00～16:00 （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)
民間保育園
双葉児童園 422-2801
光陽保育園
427-8855
久米田保育園 443-1056 光明保育園 443-6410
城東保育園 443-4451
めだか保育園 422-2923
ドルチェ バンビーニ 445-2671
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
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
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 426-6031
認定こども園ピープル八木南チャイルドスクール 441-0506
認定こども園やまだい保育園 444-6857
認定こども園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
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
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

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
※子育て施設課
423-9482
※教育委員会学校教育課
423-9683
※子育て給付課
423-9625
※社会福祉協議会
437-8854
※ファミリーサポートセンター 437-7933
※市立公民館(生涯学習課)
423-9615
※東岸和田市民センター
428-6711
※八木市民センター
443-6848

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)→

