
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＆プレパパもどうぞ。祝日と第1児童センター休館
日はお休み。

おしゃべり会 10/6㈭10:30 ～ 「離乳食について」。
つくってあそぼ 10/13㈭10:30 ～ 「ハロウィンのリース飾り」。
みんなでワイワイ★
ミルフィーユ音楽会♪ 10/27㈭10:30 ～ 10組。体育室に直接お越しください。〈要申込〉10/6㈭～

個別おしゃべり
Day

10/27㈭①10:00②11:00
③13:30④14:30⑤15:30 相談したいこと等、スタッフとお話ししませんか。各1組60分。

リサイクルウィーク 10/18㈫～ 29㈯ こども服、おもちゃ。10/11㈫から品物受付。

●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。

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。

にこにこ
Do(ど)ようび 10/22㈯10:30 ～ 11:30

「パパと一緒にヨガ&パパトーク」。子どもと一緒にパパも
体をほぐしませんか？パパトークもしましょう！ 2歳以
上の子と父。〈要申込〉10/3㈪～ 

託児付き
子育て講座 10/24㈪10:15 ～ 11:45 「思春期につながるイヤイヤ期について」。講師：心理発達相談

員。おおむね1歳以上。6組（託児6人まで）。〈要申込〉10/3㈪～ 
ほっこり
おしゃべり広場 10/25㈫10:30 ～ 11:00 「引っ越してきた人、集まれ～！」。交野のことを、もっと知ろう！

〈要申込〉10/3㈪～ 

たまて箱 10/31㈪10:30 ～ 11:00 「ハロウィンを楽しもう♪」。トリックオアトリート☆みん
なと一緒に言ってみよう！〈要申込〉10/3（月）～
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こりす組 11/2㈬10:00 ～ 11:00 3か月～ 9か月

〈要申込〉10/20㈭～
うさぎ組 11/7㈪10:00 ～ 10:45 10か月～ 1歳3か月
こあら組 11/10㈭10:00 ～ 10:45 1歳4か月～ 1歳11か月
らいおん組 11/8㈫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 ①10/17㈪15：00 ～16：30
②10/24㈪10：00 ～11：30 雨天中止。各10組。〈要申込〉②のみ10/7㈮～

子育て講座 10/20㈭10:00 ～ 11:00 「ベビーマッサージ」。2 ～ 6か月。先着5組。〈要申込〉10/6㈭～
親子教室 10/25㈫10:00 ～ 11:00 「ハロウィンパーティ」。先着5組。〈要申込〉10/11㈫～

●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。

からだを動かして
あそぼう 10/8㈯11:00 ～ 〈要予約:前日〉

栄養士さんに
きいてみよう 10/21㈮10:30 ～ 11:30 〈要予約:前日または当日〉

ハロウィンの衣装
を作ってみよう！ 10/28㈮11:00 ～ 〈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 11/1㈫ 2022年6/11 ～ 7/10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 11/15・22㈫ 対象者に案内を送ります。1歳6か月児健診の11/15は1歳7

～ 8か月前後・11/22は1歳6 ～ 7か月前後、3歳6か月児健
診は3歳7 ～ 8か月前後に送付予定です。3歳6か月児健診 11/9㈬

ぴよぴよ
離乳食講習会

10/20㈭10:00 ～11:00
ゆうゆうセンター 2階
体験学習室

離乳食のすすめ方や作り方についてのお話。開催日に生後5 ～ 8
か月の乳児の保護者対象。保育はありません（同伴での参加、ベビ
ーカーで入室可）。定員10人。持ち物:4か月児健診で希望者に配布
している「離乳食の進め方」の冊子、筆記用具。〈要申込〉10/4㈫～

もぐもぐ
離乳食講習会

11/8㈫13:00 ～ 14:30
ゆうゆうセンター 3階
調理実習室2

離乳食のすすめ方のお話、実物展示と簡単な体験、むし歯予防と
咀
そ

しゃく機能を育てるためのお話。開催日に生後9 ～ 18か月の
乳幼児の保護者対象。保育はありません（同伴での参加不可）。定
員8人。持ち物：4か月児健診で希望者に配布している「離乳食の
進め方」の冊子、筆記用具、手拭きタオル。〈要申込〉10/6㈭～

※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。※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。

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。

●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

●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〉10/25㈫9:30 ～ 11:00
〈室内〉10/27㈭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〉10/18㈫9:30 ～ 11:00
〈室内〉10/14㈮9:30 ～ 11:00

開智幼稚園
☎892-3488

〈園庭・室内〉
10/5・19㈬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。

認定こども園
交野保育園
☎891-6203

〈さくらんぼクラブ〉
10/11㈫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〉
10/18㈫13:00 ～ 13:40

おおむね1歳6か月～。6組。
場所:交野会館2階。〈要申込〉電話

認定こども園
高岡幼稚園
☎892-2320

〈先生と一緒にあそぼう！〉
10/12㈬10:30 ～ 「ちょっと早いハロウィンパーティー」。

ほしのまち・
ほしのうた保育園
☎396-9140

〈子育て家庭Café de相談〉
10/15㈯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〉
10/16㈰10:00 ～ 10:45

親子リトミックと親子体操。1歳～2歳。8組。
場所：星田会館〈要申込〉電話またはホームページ

あまだのみや
ちどりこども園
☎892-1351

〈園庭開放〉10/24㈪10:00 ～ 11:00
〈室内開放〉10/6㈭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

〈ぴよぴよ教室〉
10/24㈪10:15 ～ 11:45

親子体操、お山遊び。幼稚園・保育園に通っていない
2020年4/2 ～ 2021年4/1生まれ。先着15組。駐車場
あり。〈要申込〉10/14㈮10：30 ～専用電話☎894-2697

〈園庭開放〉10/25㈫10：30 ～ 11：45 幼稚園・保育園に通っていない子ども。駐車場あり。
認定こども園
ひかりの子幼稚園
☎891-9000

〈新しくなった遊具や森であそぼう!!〉
11/4㈮①10:00 ～ 11:00
 ②11:10 ～ 12:10

園庭遊具、森遊び、手遊び、絵本等。各7組。
〈要申込〉10/18㈫10:00 ～電話
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