
   冬をじょうずに乗り越えましょう！ 

１．冬の事故予防 

 家で過ごす時間が長くなる冬場は屋内での事故が多くなります。家庭内での乳幼児の事故

で一番多いのがやけどです。熱さの感覚がまだ発達していない乳幼児は熱い物に長く触れて

しまう危険性があります。暖房器具やスチーム式加湿器など吹き出し口が高温になるものがあるので、ゲートな

どで直接触れることのないよう対策が必要です。 

 また、電気ケトルや電気ポットの蒸気を触ってしまったり、コードをひっかけて熱湯を被ってしまったりする

事故も多くなります。皮膚の薄い乳幼児はやけどが重症化しやすいので、手の届かないところに置き、コードを

巻き取っておく対策をしましょう。 

 ホットカーペットや床暖房も遊んでいる時は問題ないですが、その上で寝てしまった時は低温やけどの危険性

があります。湯たんぽも低温やけどの恐れがありますので、必ずカバーをして、直接肌に触れないようにしまし

ょう。 

 その他にも、カップラーメンやアイロン、ヘアアイロンなど室内にはやけどの原因となる物がいっぱいありま

す。「短時間なら大丈夫」「言い聞かせたから大丈夫」と思わずに、やけどを防ぐために常に注意しましょう。 

２．冬の外遊び 

 寒い日に外遊びに出かけるのは風邪を引かせそうで怖いと思っていませんか。室内遊びだけでは子どももスト

レスが溜まり、ぐずってしまうことで親子ともイライラしがちです。短時間散歩するだけでもリフレッシュでき、

季節を感じることができます。風の強い日や寒すぎる日は無理する必要はありませんが、冬も外に出かけるよう

にしましょう。 

フードやひもでつながった手袋、長いマフラーなどは遊具でひっかけて首が締って危険なので、外

遊びの時は避けましょう。手袋は滑ってうまく手すりや遊具につかまれないこともあるので危険です。 

 

３．冬の健康管理 

 ＲＳウイルス感染症、マイコプラズマ肺炎、インフルエンザ、感染性胃腸炎など様々な感染症が流行するこの

時期、予防接種や手洗いなどの感染症予防は家族全員で心がけましょう。 

子どもは新陳代謝が激しく、冬でもよく汗をかきます。大人よりも少し薄着にして、重ね着で調節しましょう。

家の中と外の温度差も大きいので注意が必要です。汗をかいたままにしておくと、体が冷えるのでこまめに拭い

たり、着替えたりするとよいでしょう。 

                            岸和田市保健部健康推進課    

岸和田子育てガイド 

 

 

「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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利用できる 

施設 

やまだい保育園 一時保育室 

岸和田市田治米町 425-1 TEL445-7585 

岸和田市立桜台保育所 

岸和田市尾生町 5-3-40 TEL444-6291 

利用できる 

とき、日数 

①保護者の短時間就労、継続的就労、職業訓練、就学等により家庭における育児が困難なとき 

 ⇒週 3 日を限度 

②保護者の出産、看護、介護、災害、傷病、冠婚葬祭等、及び出産に伴うつわりや通院、健康診

査等により緊急一時的に家庭における育児が困難となり保育が必要なとき⇒年間 10日を限度 

③保護者の育児等に伴う心理的、肉体的負担を解消する等私的な理由により一時的な保育が必要

なとき⇒週 3 日を限度 

対象児童 就学前児童（生後 3 か月から） 

利用期間 

及び時間 

月曜日から土曜日（日曜日、祝祭日、年末年始

等は除く。） 7：00～19：00  

月曜日から金曜日（土・日曜日、祝祭日、年末

年始等は除く。） 9：00～17：00  

利用料金 

基本時間（9：00～17：00）内  

 4 時間を超える場合 2,000 円 

 4 時間以内の場合  1,200 円 

※基本時間外は別途延長保育料が必要です。 

1 日利用（9：00～17：00） 2,000 円 

料金内訳：保育料  1,750 円 

       食材料費  250 円 

 

半日利用（午前利用 9：00～12：00、又は 

午後利用 12：00～17：00） 1,200 円 

料金内訳(午前)：保育料  1,000 円 

         食材料費    200 円 

 

料金内訳(午後)：保育料  1,150 円 

         食材料費     50 円 

 

※事前に面談し、登録が必要となります。 

 

★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。　申し込み不要。　無料。

 講　座 内　　　　　容 　 日　時

　キッズクラブ 　　お正月には昔からの伝統、日本の遊び（たこあげ、こままわし、 　１月8日（水）

『お正月遊び』 　すごろくなど）を楽しみたいもの。手作りのおもちゃで、お正月 ９時半～１１時半

　遊びを楽しみませんか。

　マザーズクラス 　　日頃の子育てについて同世代の子どもを持つママ同士、お話してみませんか。

　　『子育て座談会』 　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。色々な 　1月15日（水）

　意見を聞く事で、心のリフレッシュをしましょう。 ９時半～１１時半

　　この１年間の保護者のスキルアップを振り返り、子どもたちの成長を

　祝います。また、４月から就園する子どもたちの修了式をします。 　 ３月11日（水）

　元気っこサロン  　 現在の子どもたちは、昔の子どもたちに比べて心の成長を支える環境が ９時半～１１時半

　『最近の子どもたち』 　変わってきています。色んなことが便利になった時代、子どもたちの成長に

　どう影響していくのか専門の先生に聞いてみましょう。

　　子どもは風の子、元気な子という言葉があるように、子ども達は季節を 毎週水曜日

『園庭あそび』 　問わず外で遊ぶのが大好きです。寒さに慣れることは、子どもの免疫力アップ ９時半～１１時半

　も期待できます。防寒着などで寒さ対策をしながら園庭遊びを楽しみましょう。

『まとめの会』



 

 

 

 

 親子で手作りコマを作ろう！！ 

日時：1 月 27日（月）10：30～11：30 

場所：  岸和田市立幼稚園  

 

 

★徒歩・自転車でお越し下さい。 

★スリッパ等、上履きをご持参ください。 

★詳細は園までお問い合わせください。 

 
作ってすぐに！お家でも！ 

楽しめるよ♪きてね！！ 

子どもの居場所づくり実践研修 

「子どもにどこまでも寄り添うために～誰もが主役の居場所づくりを目指して～」  

  

子どもの居場所に来ている子どもが安心して自分の感情を表現したり、自分らしく過ごせる心地よい居場所をつ

くるために、私たち大人がもっておきたい視点や姿勢を学びます。  

今、子どもの居場所づくりに関わっている人はもちろん、これから始めたい人、子育て中の保護者の皆様も大歓

迎です！（3 日間開催しますが、1 日のみの参加も可能です。）  

  

①1 月 24 日（金）10 時～12 時  

テーマ：今子どもたちが置かれている環境や子育て世代への理解を深める 

講師：辻 由起子（大阪府子ども家庭サポーター）  

②2 月 10 日（月）13 時半～16 時半  

テーマ：こころと身体を大切にする距離のとりかた 

講師：徳永 桂子（思春期保健相談士）  

③3 月 2 日（月）13 時半～16 時半  

テーマ：地域でつくる台所コミュニケーション～食を通じた子どもの自己肯定感の高め方～ 

講師：おくの ひろみ（いなほ料理教室）  

  

場所：岸和田市立福祉センター 2 階 研修室 2     保育：3 名まで（就学前）  

申込：開催 1 週間前までに電話または FAX で受付 参加費：無料 

申込・お問い合わせ先：岸和田市社会福祉協議会（地域福祉課）  

電話：072-437-8854 FAX：072-431-1500  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

市立保育所全園 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 

市立幼稚園全園 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 

岸和田市総合通園センター 423-0033                              

   ☆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 


