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♪ 遊遊びひろば ※参加費の記載がない場合は、すべて無料です。
教室・講座名教室・講座名 とき・ところとき・ところ 対象・定員対象・定員 申し込み申し込み 備　考備　考
交野市立地域子育て支援センター（青年の家横）　℡  810・8270　※遊戯室・お庭の開放は毎週月・火・木・金曜日〈夏
休み期間のため 7月 20日（木）・25日（火）・27日（木）は、就園児の利用が可能です〉、赤ちゃんの日は毎週水曜日です。
たまて箱「夏あそ
びスペシャル」

7 月 3日（月）午前 10
時～ 11時 未就園児と保護者 自由参加 　水遊びをします。タオルや着替え

を持参してください。

マタニティーヨガ 7 月 19 日（水）午前10時～正午

開催日現在、妊娠20週以
降で、医師・助産師の許
可を得た人。切迫早産の
兆候がない人。先着10人

7月 3日（月）午
前 9 時 30 分か
ら、電話か来所

　
　きょうだいの入室はできません。
　

子育て講座「卒乳・
断乳について」

7月24日（月）午前10
時30分～11時 30分

未就園児と保護者。先着
10組

8 月のわくわくラ
ンド（年齢別親子
教室）

①こりす組：8月 9日
（水）②うさぎ組：8日
（火）③こあら組：17日
（木）④らいおん組：22
日（火）、午前10時～

① 3～ 9か月②10か月
～1歳3か月③1歳4か
月～1歳 11か月④ 2歳
～未就園児。先着各10組

7月 20 日（木）
午前 9時 30 分
から、電話か来
所

　いずれも45分程度。

♪⼦育て⼦育てスクスクスクスク

教室・講座名教室・講座名 とき・ところとき・ところ 対象・定員対象・定員 申し込み申し込み 備　考備　考
星田地域子育て支援センター（星田こども園内）　℡  860・7193　※あそびのひろばは毎週月～木曜日、赤ちゃんの
日は毎週金曜日です。7～9月の親子戸外遊びはお休みです。※下記申し込みは、午前9時～午後5時までにお願いします。

子育て講座「子ども
と一緒に骨盤ケア」

7 月 20 日（木）午前
10時～ 11時

開催日現在、7か月以上
1歳未満の未就園児と保
護者。先着 10組

7月 4日（火）か
ら、来所か電話 　きょうだいの入室はできません。

親子教室「お水で
あそぼう！①」

7 月 25 日（火）午前
10時～ 11時

開催日現在、2歳以上の未
就園児と保護者。先着12組

7月11日（火）か
ら、来所か電話

 ※ タオルや着替えを持参してくださ
い。きょうだいの保育はありません。親子教室「お水で

あそぼう！②」
8 月 1日（火）午前 10
時～ 11時

開催日現在、1歳以上 2
歳未満の未就園児と保護
者。先着 12組

7月18日（火）か
ら、来所か電話

みんなでおしゃべり
会「トイレットトレー
ニングについて」

7月19日（水）午前10
時30分～11時 30分 未就園児と保護者 自由参加 　午前 10時 30分までは、あそびの

ひろばの自由遊びとなります。

子育て交流スペース「ぽらりすひろば」　℡  090・6976・2948〈九門〉　月・火・木曜日午前 10時～午後 4時、幾
野会館（駐車場はありません）。対象：主に 0～ 3歳の子どもと保護者　

7 月のイベント

7 月 3 日（月）・4 日
（火）・6 日（木）・24
日（月）いずれも午前
10時 30分～

主に 0 ～ 3 歳の子ども
と保護者 自由参加

3日＝おしゃべり会「交野のおまつり
　　　情報」
4日・6日＝「七夕飾りを作ろう」
24日＝「田中由紀さんのわらべうた」

つどいの広場（子育て支援課）　℡  893・6406　毎週水・金・土曜日午前 10時～午後 4時、ゆうゆうセンター 3階 
運動療法室。対象：主に 0～ 3歳の子どもと保護者　※ 7月 26日（水）は、就園児の利用が可能です。　
パネルシアター＆
工作

7月12日（水）午前11
時～〈10時から受付〉

主に 0 ～ 3 歳の子ども
と保護者

自由参加〈工作
は数量限定〉

　パネルシアターは「まちのおふろやさ
ん」、工作は「牛乳パックヨーヨー」です。

外遊び「水遊び＆
小麦粉ねんど遊
び」

7 月 21日（金）午後 1
時 30 分～、こどもゆ
うゆうセンター 主に 0 ～ 3 歳の子ども

と保護者 自由参加

※ 動きやすく汚れてもいい服装でお
越しください。園庭の出入り口から
お入りください。

子どもの歯磨きに
ついて

7月28日（金）午前11
時～

認定こども園交野保育園（松塚11－10）　℡  891・6203　※掲載以外のイベントは、「織姫ねっと☆」をご覧ください。

さくらんぼクラブ 7 月 10 日（月）午前10時～正午 未就園児と保護者 自由参加 　室内を開放しています。雨天決行。

いきいき親子体操 7 月 18日（火）午後 1時～〈40分程度〉
おおむね 2 歳からの未
就園児と保護者。20組

随時電話で受け
付け

　運動ができる服装でお越しくださ
い。上靴・タオル・飲み物を持参。

園庭開放
7 月 5日（水）・12日
（水）・19日（水）いず
れも午前 10時～正午

未就園児と保護者 自由参加 ※雨天中止

園　名園　名 と　きと　き 対象・定員対象・定員 申し込み申し込み 備　考備　考
園庭・室内開放、イベント

あまだのみや幼児園
（℡  892・1351）

〈園庭〉7月 4日（火）、
〈室内〉7月 27日（木）、
午前 9時 30分～ 11時

未就学児と保護者 当日直接来園

　園庭開放は、雨天中止。駐車場はあ
りません。
　保護者は子どもから目を離さず、
子どもの安全に注意して遊んでくだ
さい。

あさひ幼児園
（℡  892・0206）

〈園庭〉7月 4日（火）、
〈室内〉7月 13日（木）、
午前9時 30分～11時

くらやま幼児園
（℡  892・8433）

〈園庭〉7月 11日（火）、
〈室内〉7月 14日（金）、
午前9時 30分～11時

高岡幼稚園
（℡  892・2320）

〈園庭・室内〉7月12日
（水）午前10時 30分～
11時 30 分〈園庭〉7月
4日（火）・7日（金）・11
日（火）・18日（火）午後
4時30分～5時 30分

未就園児と保護者 自由参加

開智幼稚園
（℡  892・3488）

〈園庭・室内〉7月 5日
（水）午前 10 時 50 分～
11時 40分

平成24年 4月2日～
26年 4月 1日生まれ
の未就園児と保護者

自由参加

ほしだ幼稚園
（℡  891・3856）

〈ぴよぴよ教室〉7 月
20 日（木）①午前 9 時
45分～② 10時 45分～

平成26年 4月2日～
28 年 4月1日生まれ
の未就園児と保護者。
先着①②各25組

7月7日（金）午
前10時30分か
ら電話（℡  894・
2697）

　いずれもプール遊びをします。雨
天中止。

ミルキィベビー教室

　〝自分なり〟の母乳育児の方法を、赤ちゃんと
一緒に見つけてみませんか。
と 　き　8月 2日（水）午前 9時 20分～正午
と ころ　ゆうゆうセンター 2階　プレイルーム
対 　象　生後 1～ 3か月ごろの赤ちゃんとお母
さん
内 　容　赤ちゃんの身体測定、保健師・栄養士
のミニ講義、助産師がおっぱいを見て授乳の
相談に応じます
定　員　先着 8組（予約制）
持ち物　母子健康手帳、タオル
※ 年間を通しての参加は、１人１回までです。
申 し込み・問い合わせ　7月 6日（木）から、健
康増進課（℡  893・6405） 

　　　　　　乳幼児の健診と相談

❖ 4か月児健診
と　き　8月 1日（火）午後 0時 50分～ 2時
対　象　29年 3月 11日～ 4月 10日生まれの乳児
❖1歳 6か月児健診
と　き　7月 18日（火）午後 0時 50分～ 2時
対　象　27年 12月生まれの幼児
❖ 2歳 6か月児歯科健診
と　き　7月25日（火）午後0時 50分～2時15分
対　象　27年 1月～ 2月生まれの幼児
❖ 3歳 6か月児健診
と　き　7月 12日（水）午後 0時 50分～ 2時
対　象　25年 12月生まれの幼児
❖ 0歳児育児相談
と　き　7月26日（水）午前9時15分～10時15分
ところ　ゆうゆうセンター 2階
持ち物　母子健康手帳
問い合わせ　健康増進課（℡  893・6405）

すくすくキッズ親子食育講座

　夏休みの思い出に、親子で「食」に触れ合いましょう。
と　き　次のいずれか① 8月 17日（木）② 8月 18日（金）
時 　間　午前10時～午後0時30分〈9時45分から受け付け〉
ところ　ゆうゆうセンター 3階　調理実習室 1他
内 　容　エプロンシアター「3色のこぶた～好き嫌いなくなん
でも食べよう～」、親子クッキング（おひさまキャロットライ
ス、夏野菜たっぷりだんご汁、きらきらフルーツゼリー）など
対　象　3歳～未就学児（開催日現在）と保護者
※ 対象外のきょうだいには、保育あり。先着各日 5人。
定 　員　親子ペア各15組（保護者1人で、対象内の子ども2人まで）
参加費　500円（おつりがないようにお願いします）
持 ち物　筆記用具、ふきん 2～ 3枚、エプロン、三角巾、箸、ス
プーン、フォーク、お茶（親子分）、ステップ台

申 し込み・問い合わせ　7月 5日（水）から、保護者が直接窓
口か電話で、健康増進課（℡  893・6405）

ピヨピヨ離乳食講習会

　どのように離乳食を始めたら良いか、
30分程度のお話をします。
と 　き　8月 1日（火）
　①午後 2時 15分～②午後 3時～
※  4 か月児健診と同時開催で、実施して
います。

※時間は前後することがあります。
と ころ　ゆうゆうセンター 2階　プレイ
ルーム

対　象　2～ 6か月の乳児を持つ保護者
持ち物　母子健康手帳、筆記用具
申し込み　直接会場
問い合わせ　健康増進課（℡  893・6405）

このマークは、「おりひめ健康ポイント」対象の講座などです。詳しくは、市ホームページをご覧ください。健 康健 康
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いつでも相談
に応じます！


