子 育 て 通 信

●一時預かり保育 ※事前に登録が必要です。詳細は各施設。
認定こども園 交野保育園 ☎891-6203
星田こども園 ☎891-1793
星の子ルーム ☎893-6408

●病児保育

半日2,000円 1日3,000円 ※食事代含む

市内在住の6か月〜
就学前

半日1,200円 1日2,400円

遊戯室・お庭の開放

交野病院 ☎891-0331

交野病院内
病児保育室ふたば

半日1,000円 1日2,000円
保護者が働いている1歳〜小学4年生

月〜金曜日 8：00〜18：00
土曜日 8：00〜13：00

●園庭・室内開放・イベント ※対象は原則、未就園児と保護者です。
あさひ幼児園
☎892-0206

〈園庭〉
12/17（火）9:30〜11:00
〈室内〉
12/12（木）9:30〜11:00

くらやま幼児園
☎892-8433

〈園庭〉
12/19（木）9:30〜11:00
〈室内〉
12/13（金）9:30〜11:00

ほしだ幼稚園
☎891-3856

〈ぴよぴよ教室〉
12/19（木）11:15〜
12:45
〈園庭〉
12/11（水）10:30〜11:45

ひかりの子幼稚園
☎891-9000

〈冬のひよこクラス〉
12/21（土）10:00〜12:00
〈園庭〉
毎週月・火・木・金曜日14:00〜
15:00、
毎週水曜日13:00〜14:00

開智幼稚園
☎892-3488

〈園庭・室内〉
12/4（水）10:50〜11:40

27年4月2日〜29年4月1日生まれ。
登録時に傷害保険
代1,000円がかかります。

高岡幼稚園
☎892-2327

〈クリスマス会〉
12/20（金）10:00〜11:30

定員30人。
〈要申込〉
12/6（金）15:00〜

交野幼稚園
☎891-2333

〈ピッコロクラブ〉
1/20（月）10:30〜11:30

クリスマス会。
29年4月2日〜30年4月1日生まれ。
定員20組。
〈要申込〉
12/6（金）10:30〜☎894-2697
直接お越しください。
雨天中止
人形劇と幼稚園のおやつ試食。
2歳まで。
定員30組
（抽選）
〈
。要申込〉
12/10（火）まで
祝日は休みです。
駐車場はありません。

29年4月2日〜30年4月1日生まれ。
定員20組。
500円。
持ち物:水筒、
上靴。
〈要申込〉
12/9（月）〜
(株)エルステップス☎06-6943-4411

2019年8月11日〜9月10日生まれ

1歳6か月児健診 12/17(火）12：50〜14：00受付

2018年5月生まれ

3歳6か月児健診 12/11（水）12：50〜14：00受付

2016年5月生まれ

●教室・講座

持ち物：母子健康手帳

健康増進課 ☎893-6405 ところ ゆうゆうセンター

1/7(火）
〈ミニ講座開催〉
ぴよぴよ離乳食 ①13:50〜14:20
②14:30〜15:00
講習会
③15:10〜15:40
2階 お年寄り健康教室
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園庭開放は雨天中止。
保育ではありません。
駐車場はありません。

健康増進課 ☎893-6405 ところ ゆうゆうセンター2階

1/7(火）12：50〜14：00受付

ほっこりおしゃべり広場 12/12（木）10:30〜11:15
たまて箱

12/5（木）10:30〜11:00

離乳食のすすめ方や作り方について。
4〜7か月の乳児を持つ保護者対
象。
自由に見学できます。
持ち物：筆記用具

ミルキィベビー
教室

1/8（水）
9:20〜12:00
2階 プレイルーム

助産師による授乳相談、
赤ちゃんの身長･体重測定、
保健師・栄養士の
ミニ講座。
1〜3か月の赤ちゃん対象。
先着8組。
持ち物：母子健康手帳、
タオル。
〈要申込〉
12/5（木）〜※年間通しての参加は1人1回です。

パパママ☆マタ
ニティー教室

①赤ちゃんを知ろう
1/8（水）9：20〜12：00
②妊娠中も健康に！
1/15（水）9：20〜12：00
③家族で赤ちゃんを迎えよう！
1/25（土）9：20〜12：00
2階 体験学習室

①赤ちゃん人形を使っての実習、
産前・産後の体の変化、
ケアについて、
赤ちゃんとママが知って得する情報
②知って得するにんぷごはんのススメ、
お口の健康教室、
赤ちゃんとの
ふれあい
③パパも一緒に沐浴・妊婦体験
（祖父母もご参加ください）
持ち物：母子健康手帳、
筆記用具、
パパママ学級テキスト
（ない人は200
円で販売）
、
②はみそ汁
（100cc程度）
と新しい歯ブラシ代100円
①②は自由参加
〈③は要申込〉
12/5（木）から先着順

水曜日のみ1歳6か月まで。12/9（月）は13:00〜。12/24（火）
・
26（木）
・1/7（火）は就園児も利用可。12/28（土）〜1/5（日）はお
休み。

「話そう！いろいろ遊び場情報」
クリスマスツリー飾りをつくろう
定員10組。
〈要申込〉12/2（月）〜

ベビーマッサージ

12/16（月）10:30〜11:30

2〜5か月。定員10組。オイル代300円。持ち物:バスタオル。
きょうだいの入室はできません。
〈要申込〉12/2（月）〜

マタニティヨガ＆
ふれあいタイム

12/18（水）
10:00〜マタニティヨガ
11:30〜ふれあいタイム

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対象。先着10人。子どもの入室はで
きません。
〈要申込〉12/2（月）〜

こりす組

1/15（水）10:00〜11:00

3か月〜9か月

うさぎ組

1/16（木）10:00〜11:00

10か月〜1歳3か月

こあら組

1/10（金）10:00〜10:45

1歳4か月〜1歳11か月

らいおん組

1/17（金）10:00〜10:45

2歳〜

わくわくランド

〈園庭〉
12/10（火）9:30〜11:00
〈室内〉
12/19（木）9:30〜11:00

4か月児健診

月〜金曜日9:30〜17:00

パパと一緒に手形
アート&おしゃべり会 12/14（土）10:00〜11:30

あまだのみや幼児園
☎892-1351

●乳幼児の健診と相談

●交野市立地域子育て支援センター ☎810-8270

参加費の記載がない
場合は、
全て無料です。
対象は原則、未就園児
です。

先着12組。
〈要申込〉12/20（金）〜

●ぽらりすひろば ☎893-1414 第1児童センター1階 子育て支援室 ※駐車場に限りがあります。
お部屋の開放

火〜土曜日10:00〜17:00

つくってあそぼ

12/3（火）10:30〜

ミルフィーユさんの
12/10（火）10:30〜
クリスマス☆コンサート
リサイクルDAY

12/12（木）10:30〜

おしゃべり会

12/20（金）10:30〜

0歳〜おおむね3歳。祝日と第1児童センター休館日、
12/28（土）〜1/6（月）はお休み。
「クリスマスリースを作ろう！」
ペーパー芯を使ってかわいいリース作り
歌、バイオリン、ピアノのユニット。
楽しいクリスマスソングからパプリカまで。
好評だったリサイクル。のぞきに来てください。
「我が家のサンタクロース」
みんなでおしゃべりしましょう。

●星田地域子育て支援センター ☎860-7193 星田こども園内
お部屋の開放

月〜金曜日
9:00〜12:00
13:00〜15:00

みんなでおしゃべり
会「病気やケガ・事故 12/6（金）10:30〜11:30
予防について」
親 子 教 室「 ク リ ス マ
ス製作を楽しもう」 12/17（火）10:00〜11:00
親子講座「親子で一 12/19（木）
緒に音楽会を楽しも 1部:10:30〜10:50
2部:11:15〜11:45
う」
親子戸外遊び

12/9・23（月）
9:30〜11:30

金曜日のみ1歳6か月まで。
祝日・星田こども園休園日、12/28（土）〜1/5（日）はお休み。
1歳6か月未満。相談員:健康増進課保健師。
お部屋の解放は通常通り開催しています。
1歳6か月〜2歳6か月。きょうだいの保育はありません。
先着10組。
〈要申込〉12/2（月）〜
（1部）歩行前の乳児（2部）歩行している幼児。きょうだいの
保育はありません。先着各20組。
〈要申込〉12/4（水）〜
※歩行前の子どもと上のきょうだいがいる場合は、２部にご参加ください。
雨天や地面の状態が悪い場合はお部屋開放を行います。

●つどいの広場（子育て支援課） ☎893-6406 ゆうゆうセンター 3階運動療法室
お部屋の開放

水・金・土曜日
10:00〜16:00

大きな紙になぐり描き 12/4（水）11:00〜
クリスマス工作&
お楽しみ

●認定こども園
さくらんぼクラブ

12/18（水）11:00〜

交野保育園 ☎891-6203

0歳〜おおむね3歳。12/25（水）は就園児も利用可。祝日、ゆう
ゆうセンター休館日、12/28（土）〜1/7（火）はお休み。

「ツリー」。受付は10：00〜
受付は10：00〜

12/16（月）10:00〜12:00

保育士による手遊びや読み聞かせ。
保育室開放。

いきいき親子体操

12/17（火）13:00〜13:40

専門スタッフによる親子体操指導。
おおむね2歳〜。
定員20組。
〈要予約〉
電話にて

園庭開放

雨天や地面の状態が悪い場合は中止です。
12/4・11・18（水）10:00〜12:00 未就園の親子対象。
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