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これ！ いいね～
夏の生活の中でのちょっとした困りごとを解決したり、生活が楽しくなったりするグッドアイデアを集めてみました。
普段からおうちにあるものや身近なものを使ってすぐにできるのでぜひトライしてみてください。

棒つきのアイスクリームを食べるとき
お弁当のおかずカップにアイスクリームの
棒をさして食べると
溶けてきても手にこぼれないです。

紙コップの底に手持ち花火を通して
手が紙コップの中に入るように持つと
火花がかからず怖くないですよ。

500ml の牛乳等の紙パックで水鉄砲が作ることができます。

ポンプ式水鉄砲
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作りながら、科学にも興味が持てるレシピをご紹介します。

カメレオン焼きそば
布テープ
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紫キャベツのアントシアニンという
色素が様々な変化をします

《用意するもの》3 人分
中華麺(かんすいを使用しているもの）：3 玉・紫キャベツ：1/4 個(200g)
水：大さじ 5・ごま油：大さじ 1
◎【緑色の麺の味付け】

鶏がらスープの素：大さじ 1/2・塩：少々

◇【ピンク色の麺の味付け】 レモン汁：大さじ 1 と 1/3
鶏がらスープの素：大さじ 1/2・塩：少々
●【茶色の麺の味付け】

ウスターソース：大さじ 1

上下をひっくり返し
底に穴を開け、
顔を書くと出来上がり！

①ホットプレートにざく切りにした紫キャベツを広げ、水を加えて水が紫色に
なるまで蒸し焼きにします
②①に中華麺を入れ、麺の上に紫キャベツをのせてごま油をまわしかけ、
炒めると中華麺に含まれるかんすいが反応し麺が緑色になります
③②を 3 等分に分けます

水の中に沈めて開きながら
水を中に入れます。

④分けたものをそれぞれ、◎、◇、●で味付けをします
⑤◇の味付けはレモン汁で麺がピンク色に、●の味付けは茶色に変わります
※紫キャベツ以外のお肉などの具を入れると色が分かりにくくなりますので
加えられる場合は後から別添えで盛り付けされることをおすすめします

定期的に行われている園庭開放・サロン・親子教室な

季節の行事

どの情報は「みんなでこそだて保存版」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

TEL：072-428-2880)

①
講座

内容

日時

建物もきれいになり、心新た
にセンターの活動を始めます。
子育ての悩みやお困りごとに
『はじまりの会』 ついて話し合ったり、お子さん
と楽しく遊んだりして、子育て

・山滝幼稚園、八木幼稚園
7 月４日（水）１０時～１１時

の仲間作りの輪をひろげまし
ょう。
災害は、いつどんな場所で起

・城北幼稚園
7 月５日（木）１０時３０分～１１時１５分

マザーズクラス

(受付 10 時 15 分まで)

『災害時の

・常盤幼稚園、東葛城幼稚園、修斉幼稚園、
城東幼稚園
7 月９日（月）１０時３０分～１１時３０分

心構え』

9 月 5 日(水)
9 時半～11 時半

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。
子ども達は季節を問わず、外

・旭幼稚園
7 月１１日(水)

で遊ぶのが大好きです。外で思

9 時３０分～１１時

『園庭遊び』

☆徒歩または、自転車でお越しください。

い切り体を使って遊ぶことで、
基礎体力が向上し、五感が刺激
されます。楽しい時間を過ごし

☆暑いので水筒や帽子を各自ご用意ください。
☆水を使って遊ぶ内容もあります。持ち物などは各園にお問い合わ
せください。
☆雨天の場合も実施します。詳細は各園にお問い合わせください。

毎週水曜日
9 時半～
11 時半

ませんか。

①について 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。申し込み不要。無料。

②
講座

内容

日時

暑い夏、幼児プールで、水に慣れていない子どもも、お母さんやお友達と水遊びのおもちゃやゲームをして存分に楽しみま
『プール遊び』 しょう。
《持ち物》水着・タオル・下着

７月 20 日(金)
9 時半～11 時

②について 対象：未就園児
場所：桜台プール(下松町)
費用：無料
定員：20 組(申込先着順)
申し込みは 7 月 9 日(月)9 時半から電話で岸和田地域子育て支援センターまで
③
講座

内容

『ベビー

対象

童歌を聴きながら、目で見て手で触って、赤ちゃんの

マッサージ』

身体の声を感じてみませんか。

(全 3 回)

《持ち物》

場所

10/5(金)・10/19(金)・11/2(金)
1 歳未満児と保護者

バスタオル・飲み物・フェイスタオル・着替え

日時

20 組

(全回参加できる人)

岸和田地域

1・2 回目

子育て支援

10 時～11 時(受付 9 時 45 分)

センター

(申込先着順)
『母への提言』
(11/2(金)のみ)

③について
④

お母さんが気になること、不安に思っていることなど、
専門の立場からわかりやすく教えていただけます。

9 時 45 分～11 時半(受付 9 時半)

申し込み必要。9 月 10 日(月)午前 9 時半から電話で岸和田地域子育て支援センターまで。

講座

内容

『プチこうよう』
1 歳児

興味や成長過程にふさわしい活動を取り入れ、遊びの
環境を通し、成長基盤を築いていきます。

プレイクラス後期
『プチこうよう』
2 歳児

自ら学び考える知的な体験、体を動かし、運動する楽
しさ、好奇心旺盛な 2 歳児の心をくすぐり、意欲的に遊

プレイクラス後期

④について

3 回目(11/2(金))

ぶ力や集中力、創造力などを身につけていきます。

対象
1 歳児と保護者
(抽選 8 組)
2 歳児と保護者
(抽選 8 組)

日時

場所

10 月・11 月・12 月の

岸和田地域

第 2 金曜日(全回参加できる人)

子育て支援

9 時～10 時

センター

10 月・11 月・12 月の

岸和田地域

第 2 金曜日(全回参加できる人)

子育て支援

10 時半～11 時半

センター

申し込み必要。9 月 10 日(月)午前 9 時半から電話で岸和田地域子育て支援センターまで。(申込期間は 9/10(月)～9/14(金)まで)

「こどもが泣いても騒いでも大歓迎！！

児童家庭支援センター岸和田

多胎児の集い

夏の終わりの音楽会」
管楽器で本格的な音楽を楽しみます。

日時：７月２７日（金）・８月２４日（金）
１０時～１４時頃
場所：児童家庭支援センター岸和田
対象：双子・三つ子など多胎出生のお子さんと
保護者・ごきょうだい、またはプレママ

日時：８月２６日（日）１３時半～１４時半
場所：岸和田市立公民館（堺町 1-1）
演奏：ユナイテッド
対象：赤ちゃん～大人までどなたでも
申込み不要

実施時間内でしたら出入りは自由です。
昼食持ち込み可。
どうぞ気軽に遊びにきてくださいネ♪

１０時から１２時は
小崎先生のパパと子どもの「パパフェス」があります。
１２時からお部屋開放をするので
お昼ご飯を食べてＯＫ☆
音楽会の後は１６時までお部屋開放するので
自由に遊べます。

※事前に予約が必要です
電話（072-421-2090） または
ホームページ(http://hannan-fukushi.org/kishien/)
よりお願いします。

主催：市民活動ステーション コラボラ実行委員会
日時：7 月 28 日(土) 13 時～16 時
場所：福祉センター（野田町 1-5-5）

雨天決行・入場無料

☆ダンボールで秘密基地作り
☆脳トレボードゲーム

☆久米田高校太鼓部 生演奏
☆貯金箱作り・習字

他にも、ボールプール・紙芝居・喫茶・木工などの竹細工もあります。
出入り自由で、赤ちゃんから小学生まで楽しめます。

お問い合わせ：岸和田市社会福祉協議会(TEL:072-437-8854)

学び舎ネットワーク

パパフェス

お父さんといっしょ

～ママがおでかけしても、もう大丈夫☆
お話し「子どもとのかかわりで大切なこと」
体操＆お話し「運動のできる子どもに育てるには」
日
場
対

時
所
象

８月２６日（日）１０時から１２時
岸和田市立公民館（堺町 1-1）
パパと子ども（２歳～小学１年生）

岸和田市立公民館主催

オレにまかせろ！ドンと来い！的なパパになろう～
ふれあってあそぼう
絵本を読もう＆お話し「父親の育児の意味」

費用 無料
定員 ４０組

やるねー

（お話し中も子どもと一緒で大丈夫。楽しく過ごせます。）

講

師

小崎恭弘（大阪教育大学准教授・NPO 法人ﾌｧｻﾞｰﾘﾝｸﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ顧問）
NHK「すくすく子育て」出演、「わが家の子育てパパしだい」など著書多数。

昼から
コンサート
もあるよ

申し込みは岸和田市立公民館へ
電話(072-423-9615)または
メール(syogaig@city.kishiwada.osaka.jp)にて受付

電話相談（来所相談）できるところ（市外局番 072）

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～金曜 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)
私立保育園
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
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
ドルチェ バンビーニ 445-2671
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)→

