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「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。 
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過ごしやすい季節になりましたね。行楽の秋、食欲の秋、読書の秋とはよく言われますが、この時期親子で無理なく楽しくお出かけ

できるといいなと思い、地域の公園を記したマップを作りました。市内には公園がいっぱい。おもしろい遊具があったり、どんぐり拾

いが楽しめる所もあります。お子さんと一緒に身近な公園へ、ベビーカーや自転車などで出かけてみませんか？ 

《①浜工業公園》 

《⑥今池公園》 

《⑳蜻蛉池
とんぼいけ

公園》 

《⑦野田公園》 

《⑱尾生・久米田第３公園》 

《⑪岸和田市中央公園》 

《②八幡山公園》 

 

① 浜工業公園（地蔵浜町）  ⑪ 岸和田市中央公園（西之内町）  

② 八幡山公園（八幡町）  ⑫ 北公園（荒木町）  

③ 牛の口公園（上野町）  ⑬  森池公園（小松里町）  

④ 千亀利公園（岸城町）  ⑭ 下池田公園（下池田町）  

⑤ 南公園（南上町）  ⑮ 箕土路公園（箕土路町）  

⑥ 今池公園（土生町２丁目）  ⑯  久米田公園（池尻町）  

⑦ 野田公園（野田町）  ⑰  久米田公園（岡山町）  

⑧ 宮の池公園（別所町）  ⑱  尾生久米田第 1～第８公園（尾生町）  

⑨ ときわ公園（上松町）  ⑲  包
かね

近
ちか

公園（包近町）  

⑩ 東岸和田公園（土生町）  ⑳ 蜻蛉池
とんぼいけ

公園（三ヶ山町）  

 

国道 170号 

＊ が記されている公園は、ドングリが拾えます。 

＊ が記されている公園は、松ぼっくりが拾えま

す。 

＊ が記されている公園は遊具があります。 

＊ が記されている公園は駐車可能です。駐車料

金が有料、無料の所があります。 

これ以外のほとんどの公園は駐車場がありません。

徒歩や自転車などでご利用下さい。 

＊市内には、この紙面でご紹介した他にも、公園がた

くさんあります。詳細は岸和田市のホームページか

『岸和田市地図情報配信サービス』から『公園』を

検索して下さい。 
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災害時にも役立つバックル付きの「パラコードブレス」を作ろう！
このバックル、すごいんですよー！
ホイッスルや方位磁石、火起こし等ついている優れもの！
しかもバックルだけではなく、いざという時には一気にほどいて、
ロープやデンタルフロス、縫い糸としても使える、
耐荷重量250Kgのパラコードです。
みんなで楽しく交流しながらおしゃべりしませんか(*^^*)

岸和田市社会福祉協議会＆きしわだ親子防災部

パラコードブレス作り♡ワークショップ

*赤い羽根 岸和田の未来をつくる課題解決プロジェクト助成を受けて開催します＊

参加費300円

保育付き（1歳半～未就園児）

きしわだ親子防災部事務局
特定非営利活動法人ここからＫit
☎/FAX 072-477-4776
Email/ coco.color.kit@gmail.com

2019年

10/11（金）

10:00～12:00

きなことさつま芋のチョー簡単おやつ 

材料（１人分）→さつま芋１本 ☆ きなこ、砂糖 １：１

作り方①さつま芋は皮をむいてレンジで６００ｗで９分くらいチンする。

②さつま芋をボールに入れて綿棒などでつぶす。つぶせたら一口大に丸める。
③きなこと砂糖を１：１の割合で作ってさつま芋を転がして出来上がり！！

びっ栗♪甘栗★かわいいおやつ

材料（１６個）→ ホットケーキミックス １５０ｇ ☆ 生クリーム １００ｍl

甘栗(市販のおやつコーナーの甘栗でOK)１６個 ☆ チョコレート１００ｇ～

作り方①生地はホットケーキミックスと生クリームを混ぜるだけ.

②１６等分して甘栗を包み、栗の形になるように先端をつまむ。

③焼く。（１７０℃、１５分～焼き色みて、ちなみに２００℃ ５分～）

④チョコを湯煎し、とがった方につけ（３分の１はつけずに残す）クッキングシートの上にだす。

⑤冷蔵庫でチョコが固まれば出来上がり♪

バニラアイスで簡単スイートパンプキン 

材料 → 南瓜（かぼちゃ） 半分(半玉) ☆ 卵黄Ｍサイズ分つや出し用 少々

市販バニラアイス １個 ☆ 卵黄に混ぜる砂糖 少々

作り方 ①皮をざっくりむいたかぼちゃを細かく切ります。

②①のかぼちゃをラップで包み、レンジで８分~１０分チンしてスプーンの平体部分つぶします。

③バニラアイスを溶けてなめらかになるまで混ぜます。(レシピは1箱ですが、少しずつ入れて調節してください。)

④お好きなカップに入れ、トースターで５～７分焼いて完成。

（⑤つや出しに卵黄に少し砂糖を混ぜたものを塗ってチンしてもつやが出て仕上がりがきれいです。)

（⑥チョコペンで顔を書いたらハロウィン のかぼちゃやぐでたまのキャラおやつに大変身✨)

親子でクッキング 



 

「前向き子育てプログラム（トリプル P）セミナー」 

「前向き子育てプログラム（Positive Parenting Program）：トリプルP」はオーストラリアで開発され、世界の 25か国以上で実施されている、子育てプロ

グラムです。誰もが持っている子育ての悩み、ちょっとした子育ての方法や技術を学ぶことで、子どもとのかかわりを良い方向に変えることができます。「こ

んな時はどうすればいいかと迷う時がある」「今よりも前向きに子育てしたい」「子どものよいところをのばしてあげたい」等思うことがある方は、ぜひご参加

ください。 

＜日程・内容＞   

令和元年 11月 26日（火）午前 10時～11時 30分「前向き子育てプログラム（トリプルＰ）の効果・子育て技術を学ぶ」 

（令和元年７月９日の内容と同じです）  

＜場所＞  岸和田市立保健センター ３階会議室 

＜対象＞ 小学校入学前のお子様がいる保護者（岸和田市の住民基本台帳に記載がある人） 

＜講師＞ 家本めぐみ氏（トリプルＰ認定ファシリテーター） 

＜参加費＞ 無料 

＜定員＞先着 60人（申し込みが多数の場合は、７月９日に参加された方はお断りすることがあります。ご了承ください。） 

＜保育＞保育が必要な場合は、申し込み開始日の午前10時から電話申し込み（生後６か月以上、先着10人） 

＜申し込み開始日＞ 令和元年 10月 16日（水）10時～ 

＜申し込み方法＞ 保健センター（母子すこやか担当）まで、電話でお申込みください。 

■ 問い合わせ先  岸和田市立保健センター（岸和田市別所町３丁目 12番１号）  母子すこやか担当 TEL : 072-423-8811  

★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）
　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。

申込　１０月７日（月）午前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

申込　1１月１1日（月）午前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

　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。

講座 　　内　　　　　容 　　 日　時

キッズクラブ
『防火教室』

元気っこサロン
 『 離乳食からの

　　　 　　食育 』

　　元気っこサロン
 『知っておきたい 12月11日（水）
　　　　薬の知識』 9時半～11時半

『園庭あそび』

『移動動物園』

　『ウエルカム
     クリスマス』

　うさぎ、モルモット、ひよこ等身近な動物達を触ったり抱いたり、ポニーに乗った
りして楽しく遊べます。 動物の正しい扱い方や遊び方を学びましょう。

　もうすぐクリスマス。クリスマスの準備をする時間は楽しいものです。世界でひと
つだけのクリスマスリースを親子で作りましょう。そして、園児による幻想的なクリ
スマスキャンドルサービスをお楽しみください。

　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。

　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。食事の楽しさを教えること、よく噛むことの大切さなど基本的な知識を
わかりやすく学んでみませんか。

11月20日(水）
9時半～11時半

　私達の身のまわりや暮らしの中では、たくさんの薬が使われています。薬は病気の
治療や予防のため、健康を保つために有用なものです。薬には病院などからの処方箋
により調剤される薬と、薬局や薬店で買うことのできる薬がありますが、薬剤師から
専門のお話を聞いてみませんか。

　子ども達は季節を問わず、外で遊ぶのが大好きです。外で思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ませんか。

11月27日(水）
9時半～11時半

毎週水曜日
9時半～11時半

10月30日（水）
9時半～11時半

12月4日（水）
9時半～11時半



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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（来所相談）できるところ（市外局番 072） 

 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 9:00～17:30     

☆来所相談   月～金曜日 9:00～17:30(要予約)        

                                                         

                       

                                                                    

  

 

児童家庭支援センター岸和田 421-2000  （相談対応用）   

 ☆電話相談 専属相談員による相談対応時間 原則平日 9:30～17:00（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  

    ※子育て全般についての相談を受け付けています。（しつけ・発育・家族・学校ｅｔｃ。） 

    

 

 

                            

         

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 

  ☆電話相談 月曜～金曜 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 

  

 

 ☆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） 

 

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   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 

 ピープル久米田チャイルドスクール 448-6236   天神山こども園  426-6031  久米田保育園 443-1056 

 ピープル八木南チャイルドスクール 441-0506   やまだい保育園 444-6857    光明保育園 443-6410              

 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   春木カトリック幼稚園 443-5225  

 市立保育所 

 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   

 私立幼稚園 

  聖母幼稚園 437-1687   岸和田いずみ幼稚園 427-1952 

 市立幼稚園 

  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 072) 

    子育て施設課        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 

子育て給付課        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   総合通園センター         423-0033 

   東岸和田市民センター    428-6711   桜台市民センター         428-9229 

   八木市民センター      443-6848   山直市民センター         441-1451 

   春木市民センター       436-4500 


