
信子 育 て 通

●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
①10:00 ～ 12:00
②14:30 ～ 16:30

2部制。予約優先・人数制限あり。前日～当日受付。
0歳～ 3歳。プレママ＆パパもどうぞ。
祝日と第1児童センター休館日はお休み。

つくってあそぼ 7/6㈬10:30 ～ 「フワフワおさかな」。
アロマで虫よけ＆
消毒スプレー

7/12㈫
①10:00 ～②11:00 ～

2部制。定員：各6組。費用：虫よけスプレー 200円、消
毒スプレー 250円。〈要申込〉7/6㈬～

おしゃべり会 7/14㈭10:30 ～ 「トイレトレーニングについて」。
ゆなさんの
産後ダンス 7/19㈫10:30 ～ 〈要申込〉7/8㈮～

個別おしゃべりDay 7/28㈭ ①10:00②11:00
③13:30④14:30⑤15:30

各1組60分。相談したいこと等、スタッフとお話しし
ませんか。

●交野市立地域子育て支援センター　☎810-8270  ※全ての申し込みは、来所か電話にて9:30～です。

遊戯室・お庭の開放
月～金曜日 Ⓐ10:00 ～ 12:00

Ⓑ14:30 ～ 16:30
2部制。予約優先。人数制限あり。前日～当日受付（予約
受付は平日のみ）。水曜日のみ1歳6か月まで。夏休み中
の就園児利用の日：7/26㈫・28㈭午前も午後も利用可。

第2・4土曜日 Ⓐ10:00 ～ 12:00
Ⓑ14:30 ～ 16:00 2部制。予約優先。人数制限あり。予約受付は平日のみ。

SP企画 7/8㈮10:30 ～ 11:00 「ベビーヨガ&ママヨガ」。2か月～ハイハイ前の親子。
〈要申込〉7/1㈮～

たまて箱 7/11㈪10:30 ～ 11:00 「水あそびをしよう！」。持ち物：帽子・飲み物・着替えなど。
雨天時は室内あそび。〈要申込〉7/1㈮～

育児相談会 7/12㈫10:30 ～ 11:30 「トイレトレーニングについて」。保育士による相談会。
おおむね1歳～。〈要申込〉7/1㈮～

にこにこ
Do(ど)ようび 7/23㈯10:00 ～ 10:30 「水あそびをしよう！」。持ち物：飲み物・帽子・着替えな

ど。雨天時は室内あそび。〈要申込〉7/1㈮～
託児付き子育て講座 7/25㈪10:30 ～ 11:30 「子育て世代のマネー講座」。近畿財務局職員による講

座です。定員：6組（託児6人まで）。〈要申込〉7/1㈮～
わ
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こりす組 8/3㈬10:00 ～ 11:00 3か月～ 9か月

〈要申込〉7/20㈬～
うさぎ組 8/9㈫10:00 ～ 10:45 10か月～ 1歳3か月
こあら組 8/4㈭10:00 ～ 10:45 1歳4か月～ 1歳11か月
らいおん組 8/2㈫10:00 ～ 10:45 2歳～

●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 ①9:00 ～ 11:00
②13:00 ～ 15:00

2部制。前日～当日受付。金曜日のみ1歳6か月まで。
土日祝日・星田こども園休園日はお休み。

園庭開放 7/4・25㈪15:00 ～ 16:30 定員10組。直接園庭。雨天中止。
赤ちゃんの日のヨガ 7/15㈮10:30 ～ 11:30 先着5組。1歳未満。〈要申込〉7/1㈮～

親子教室
7/19㈫10:00 ～ 11:00 「水遊び」。先着5組。1歳6か月以上。〈要申込〉7/5㈫～。

雨天中止。
8/9㈫10:00 ～ 11:00 「ふれあい遊び」。先着5組。6か月～ 1歳未満。

〈要申込〉7/26㈫～
子育て講座 7/21㈭10:00 ～ 11:00 「骨盤ケア」。先着5組。7か月～1歳未満。〈要申込〉7/7㈭～

●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
①10:00 ～ 12:00
②14:00 ～ 16:00

2部制。予約優先・人数制限あり。〈①のみ要予約:前日ま
たは当日〉。0歳～おおむね3歳。祝日、ゆうゆうセンタ
ー休館日はお休み。

感触あそび 7/8㈮①11:00～②15:00 ～「センサリーバッグ」。〈①のみ要予約:前日または当日〉

布あそび 7/20㈬・22㈮
①11：00～②15：00～ 〈①のみ要予約:前日または当日〉 

　

　

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。

●乳幼児の健診と相談、教室・講座　健康増進課　☎893-6405
※対象児または同居のきょうだいが通う学校･園･施設等が休校･休園の場合は参加できません｡
　また､開催日当日に37.5℃以上の熱や咳等の風邪症状がある人も参加できません｡
4か月児健診 8/2㈫ 2022年3/11 ～ 4/10生まれの乳児に案内を送ります。

持ち物:
母子健康手帳1歳6か月児健診 8/16㈫ 対象者に案内を送ります。1歳6か月児健診は1歳8 ～ 9

か月前後、3歳6か月児健診は3歳9 ～ 10か月前後に送
付予定です。3歳6か月児健診 8/10㈬

※密を避け※密を避けるため人数を制限しています。そのため案内時期が通常より遅れる場合があります。

●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。
あさひ認定こども園
☎892-0206

〈園庭〉7/12㈫9:30 ～ 11:00
〈室内〉7/14㈭9:30 ～ 11:00 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。くらやま認定こども園
☎892-8433

〈園庭〉7/5㈫9:30 ～ 11:00
〈室内〉7/8㈮9:30 ～ 11:00

認定こども園
高岡幼稚園
☎892-2320

〈先生と一緒にあそぼう！〉
7/6㈬10:30 ～ 雨天の場合は室内で実施。

開智幼稚園
☎892-3488

〈園庭・室内〉
7/6㈬10：50 ～ 11：40

2018 年 4/2 ～ 2020 年 4/1生まれ。登 録 時に
1,000円が必要です。

あまだのみや
ちどりこども園
☎892-1351

〈園庭開放〉7/7㈭10:00 ～ 11:00
〈室内開放〉7/13㈬10:00 ～ 11:00

駐車場あり。園庭開放は雨天中止。前日が雨や地
面のコンディションが悪い場合も中止。

ほしだ幼稚園
☎891-3856 〈園庭開放〉7/7㈭10:30 ～ 11:45 駐車場あり。

認定こども園
交野保育園
☎891-6203

〈さくらんぼクラブ〉
7/12㈫13:00 ～ 13:40

保育士による手遊びや読み聞かせ。
場所:交野会館2階

〈いきいき親子体操〉
7/19㈫13:00 ～ 13:40

おおむね1歳6か月～。定員6組。
場所:交野会館2階。〈要申込〉電話にて

ほしのまち・
ほしのうた保育園
☎396-9140

〈子育て家庭Café de相談〉
7/23㈯14:00 ～ 16:00 

お茶を飲みながら、子育ての悩みなどをお話し
しませんか？内容：①未就学児対象の「子育て全
般について」②未成年の子ども対象の「子育て家
庭の法務相談」。担当：①保育士②行政書士。時
間：1人45分。〈要申込〉電話またはホームページ

〈Beans♪と親子deあそぼ〉
7/31㈰①10:00 ～ 10:45
 ②11:00 ～ 11:45

親子リトミックと親子体操。1歳～ 2歳。
定員各8組。場所：星田会館

〈要申込〉電話またはホームページ

●一時預かり保育　※事前に登録が必要です。詳細は各施設。
※本人や家族がPCR検査を受けることになった場合、陰性が確認されるまで利用をお控えください。控えください。
認定こども園 交野保育園 ☎891-6203 半日2,000円　1日3,000円　※食事代含む 市内在住の 6 か月

～就学前星田こども園 ☎891-1793
星の子ルーム ☎893-6408 半日1,200円　1日2,400円

●病児保育 交野病院　☎891-0331  ※受入れ基準は、交野病院ホームページをご覧ください。
交野病院内
病児保育室ふたば

月～金曜日8:00 ～ 18:00
土曜日8:00 ～ 13:00

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

新型コロナウイルス感染防止対策のため、催し等の開催を中止・延期等をする
可能性があります。また、催し等に参加する場合は、検温等、事前の体調チェッ
クやマスク着用等の配慮をお願いします。
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