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岸和田地域子育て支援センターをご活用ください。
乳幼児を育てている母親や父親、その家族を対象に保育の経験を生かした支援を行っています。
子育てに不安や疑問をもってる人、情報交換したい人はお気軽にご利用ください。

育児相談（専門家による相談）
悩みや心配事など、育児に関することはどんなことでもご相談ください。電話相談と面接相談があ
ります。また、専門機関への紹介も行っています。
医療（小児科医）
・赤ちゃん（助産師）
・心療（看護学校副校長）
・薬（薬剤師）
・法律（弁護士）・
子育て（保育園園長）
・食育（管理栄養士）
・発達福祉（児童福祉司）
相談時間

月～土曜日午前９時～午後３時（面接時間は要予約で、緊急時は随時）
※ 祝・休日、年末年始を除きます。

子育て支援
地域子育てサロンやサークルの親子交流を支援し、子育ての知識や技術を提供しています。また、
紙芝居やおもちゃなどを貸し出しています。

催し
下記のとおり。
開催時には、広報きしわだに掲載します。
気になるお話がある保護者の方、おひとりでもご参加できます。

岸和田地域子育て支援センター（ 下松町 光陽保育園内
講座名
元気っこサロン
キッズクラブ
マザーズクラス
ダディーズクラス
ファミリーズクラス
あそび教室
子育て講座
プチこうよう
１歳児プレイクラス
プチこうよう
２歳児プレイクラス

対象

未
就
園
児
と
保
護
者

☎

428-2880 ）

内容
医師や看護師などによる専門的な話
親子で楽しめる歌や手遊び、紙芝居
親のマナーや食育など、母親向けの講座
子どもとの接し方など父親向けの講座
家族で参加できる講座
縁日や七夕、ミニ運動会、移動動物園など、季節に応じた催し
子育ての専門家による講座
１歳児対応のカリキュラム
２歳児対応のカリキュラム

※ 新型コロナウイルス感染症拡大を受け、イベントが中止・変更になる場合があります。
事前にお問い合わせください。

市立幼稚園で遊ぼう！！
場所

各市立幼稚園

※駐車場はありません。
※費用は傷害保険料として１人 100 円(１年間有効)です。

◎ぴよちゃんひろば（園庭開放）
申込み不要です。直接幼稚園にお越しください。
対象 ：０～５歳の未就園児と保護者
日時 ：４月１３日以降の毎週月曜日 午前１０時半～１１時半
※雨天決行
※月曜日が祝日または代休の場合の実施日時は各園にお問い合わせください。

◎3 歳児体験保育
日時、申込みについては、各園にお問い合わせください。
対象 ・平成２８年４月２日～２９年４月１日生まれのお子様と保護者
・３歳の誕生日を迎えたお子様と保護者

きしわだ親子防災部

部員募集！

いつか必ずくる災害
そのとき子どもを守れるのか
子どもと一緒に避難生活できるのか
不安だけど、
一人ではなかなか準備できない
だから、みんなで一緒に防災について勉強して
いざという時に備えませんか？
今まで私たちは、非常食ランチ会や
防災リュックの会を開催してきました。
これから、もっとみんなで考え、
いざという時の知識を身につけませんか！
きしわだ親子防災部 メンバー一同
お問合せ 事務局
特定非営利活動法人ここから Kit
072-477-4776
LINE＠

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「民間保育園・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
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
市立幼稚園全園 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。 岸和田市立保健センター 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
岸和田市立総合通園センター 423-0033
申込：電話でお申込みください（随時）
☆電話相談 月曜～金曜 9:00～17:30
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)

児童家庭支援センター岸和田 421-2000
（相談対応ダイヤル）
～18 歳以下の児童のいるご家庭の相談をお受けする児童福祉施設です～
☆電話相談 （原則）平日 9:30～17:３0
☆来所相談 （原則）平日 9:30～17:３0 （要予約）
※専門相談員・心理士が、子育て全般についての相談をお受けします。
（しつけ・発達・家族・学校ｅｔｃ。）

保育所（園）・認定こども園・幼稚園一覧(市外局番

072)

民間保育園
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
双葉児童園 422-2801
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
子育て施設課
教育委員会学校教育課
子ども家庭課
社会福祉協議会
ファミリーサポートセンター
市立公民館（生涯学習課）
東岸和田市民センター
八木市民センター
春木市民センター

423-9482
423-9683
423-9625
437-8854
437-7933
423-9615
428-6711
443-6848
436-4500

072)

市立子育て支援センターさくらだい
岸和田地域子育て支援センター
健康推進課（保健センター）
岸和田保健所
児童家庭支援センター岸和田
総合通園センター
桜台市民センター
山直市民センター

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

445-1962
428-2880
423-8811
422-5681
421-2090
423-0033
428-9229
441-1451

(PDF ファイルです)→

