１−A

細郷小学校区（伏尾台）

場所・住所

ふしお台保育所

事業名・開催日・連絡先
所庭開放

「遊ぼう広場」 在園児と一緒に遊びます。
第１・３月曜日

伏尾台 1-37
℡）751-1797

友星幼稚園

伏尾台 2-11

9:30〜11:00（4・8・3 月は休み）

地域開放「行事参加」「夕涼み会」など
★詳しくは保育所にお問い合わせ下さい。

「星の子ひろば」

対象：２歳〜就学前

在園児と一緒に遊ぶ：10:00〜11:00
園庭開放：14:30〜15:30
★詳しくは HP（http://yuusei-youchien.jp/）をご覧ください。

℡）751-1828

池田北高校

「池北のびのびひろば」
年1回

高校生との交流
連絡先：「ホップくん」 ℡ 753-7999

伏尾台 2-12

伏尾台 第１
ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

伏尾台文庫・・・毎週 月曜日 14:00〜16:30
★手作り工作もあります
連絡先： ℡ 752-1045（芝原）

伏尾台 3-4-3

伏尾台
ｺﾐｭﾆﾃｨプラザ

ふるえホップ ① 毎月 第１水曜日 10:30〜12:00
親子でホップくんと一緒に楽しく遊びましょう。
連絡先：「ホップくん」 ℡ 753-7999
子育てサロン

「汽車ポッポ」

対象：未就園児
毎月 第 2・4 水曜日
10:00〜12:00

連絡先：社会福祉法人 池田市社会福祉協議会 ℡ 751-0421
自主サークル

ほっとルーム「フレンズ」
毎週 月曜日
毎週 木曜日

対象：未就園児の母親と妊婦
（無料会員制）
10:00〜16:00
10:00〜14:00
連絡先：「ホップくん」 ℡ 753-7999

自主サークル

「リズムサークルひよこ」
毎週 金曜日
伏尾台 3-1-114
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対象：未就園児
10:00〜14:00 （費用：100 円/年）
連絡先：「ホップくん」 ℡ 753-7999

１−B 細郷小学校区(細河)
場所・住所

ホップくん

事業名・開催日・連絡先

「ふるえ のびのび」 月〜金曜日 10:00〜16:00

（古江保育所内）

（木曜日は 15:00 まで）
★雨天でもあります。お弁当持参でゆっくり遊んで下さい。

古江町 4
℡）753-7999

細河保育園

「今月のいちおし」 月１回 10:30〜 ★保育所児との交流
「手作り講習会」 月１回 10:30〜

園庭開放・・「遊ぼう広場」
第１・3 月曜日

９:30〜11:00
（4・8 月はお休みです）

東山町 312

地域開放・・行事参加
夏祭り、人形劇など

℡）753-3380

細河コミュニティ
センター

★詳しくは保育園にお問い合わせ下さい。

自主サークル

「ひまわり KID S」
第 3 金曜日

対象: 0 歳〜就学前
10:30〜11:30
★連絡先：「ホップくん」

東山町 617-1

木部会館

℡ 753-7999

子育てサロン ふるえホップ ③
第１火曜日 10:30〜12:00
親子でホップくんと一緒に楽しく遊びましょう。
★連絡先：「ホップくん」 ℡ 753-7999

木部町 136

バードヒルズ１号館

：社会福祉法人 池田市社会福祉協議会

子育てサロン ふるえホップ ②
第１金曜日 10:30〜12:00
親子でホップくんと一緒に楽しく遊びましょう。
★連絡先：「ホップくん」

伏尾町 76-16 集会所

℡ 751-0421

℡ 753-7999

：社会福祉法人 池田市社会福祉協議会
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℡ 751-0421

２ 池田小学校区
場所・住所

中央保育園

事業名・開催日・連絡先

園庭開放 10:30〜12:00
5/9・16・30 、6/13・27、9/5・12、10/24、11/6・21、12/5、1/16、2/1

「サーキットあそび」11:30〜12:00（２歳児以上対象）5/19、
「プール開放」
10:30〜12:00 7/20 、8/22
上池田 2-2-34
℡）751-8160

運動会 10 月

おもちつき 12 月

どんど焼き

6/2

1月

★日程など詳しくはお問い合わせ下さい。

さくら幼稚園

園庭開放「ちびっこ広場」 13:30〜14:30（未就園児親子対象）

大和町 1-4
℡）751-3513

「さくらんぼくらぶ（２）」（保護者同伴・要申し込み）

6/14、 7/19、

9/20、

11/29、

H26 年 4/2〜H27 年 4/1 生まれ対象

12/6、 1/31、

2/21

10:00〜11:30（定員 60 名）

さつきこども園

園庭開放・・水曜日 10:00〜11:00（開放日はお問い合わせ下さい）
「あかちゃん広場」 10:00〜11:00（第 1 子の 0 歳児と保護者対象）

城南 2-4-20

「子育て講習会」 5/25、6/29、7/11

5/15、6/19、7/10、9/11、10/16、11/20、12/18、1/15、 2/26、3/19

℡）754-2929

もりもり KIDS
城南 3-1-15-C-101
(ザ・ライオンズ池田内)

℡）752-2211

くるぽん
城南 3-1-40
保健福祉総合ｾﾝﾀｰ 2Ｆ

★内容・時間についてはお問い合わせ下さい。

「つどいの広場」 （0 歳〜３歳までのお子さんと保護者対象）
月・火・水・金・土曜日
10:00〜16:00
木曜日 10:00〜15:00 ■ランチタイム 11:30〜13:00
★ 詳しくはお問い合わせ下さい。パンフレット、ＨＰでもご覧いただけます。

「つどいの広場」 （0 歳〜就学前までのお子さんと保護者対象）
日・月・火・水・木曜日

10:00〜16:00

★ 手遊びや絵本の読み聞かせなどをします。誕生会、身体測定はお問い合わせ下さい。

℡）754-6006

ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

子育てサロン「チビッコ広場」

毎月第 3 水曜日

10:00〜11:30（８月、1 月は休み）

連絡先：社会福祉法人 池田市社会福祉協議会

綾羽こども館

へのへのもへじ文庫 毎週金曜日 14:30〜17:00

ちいさな絵本館

★年会費 300 円

第 3 金曜日は「へのへのデイ」 ちょっと特別の遊びの日です。

15:０0〜17:30
綾羽 1-1-4

℡ 751-0421

連絡先：℡ 761-2935（佐藤）

★時々臨時休業あり。祝日、春・夏・冬の長期休業時は休み

開館日 毎週 月・水・金・土曜日（祝・祭日・土曜午後は休み）

9:30〜12:00

14:00〜17:00
★絵本の貸し出し・・・一人に２冊。期間は２週間

菅原町 10-14

五月山児童
文化ｾﾝﾀｰ

詳しくはお問い合わせください。

連絡先：℡ 702-3544

第 1・3 金曜日 （未就園児と保護者対象）

「親子自然あそび さつきっこくらぶ」（8 月除く）10:30〜12:00
山歩きと自然遊び

★保険代ひとり 50 円、要申込、定員 15 組

「よちよちプラネタリウム」 13:00〜13:30
綾羽 2-5-9
℡）752-6301

（定員 35 人）

プラネタリウムで絵本の投映と読み聞かせ（キーボードの生演奏が流れます）
12:00〜13:00

3Ｆ多目的室を開放 （休息、昼食に利用可）
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駐車場なし

３ 呉服小学校区
場所・住所

室町幼稚園

事業名・開催日・連絡先

「むろまちひろば」

10:00〜11:00
対象：1〜3 歳の未就園児
場所：幼稚園２F すみれの部屋

5/15、 6/26、 9/11、 10/30、 11/27、 1/22、 2/5
（全て月曜日） ※解散後、園庭開放をしています

室町 7-4
℡）751-4029

カトリック
聖マリア幼稚園

園内開放は土日含め随時。
「ひよこの会」

★詳しくは 幼稚園にお問い合わせ下さい。

10:00〜11:00

幼稚園 2F ホール

★スタッフとともにふれあい遊び、音楽、絵本など楽しい時間を過ごします

（1 歳児） 2015 年 4/2〜2016 年 4/1 生まれの乳幼児と保護者
4/18、 5/16、 6/6、 7/4、 8/1、 9/5、 10/17
11/7、 12/5、 1/16、 2/6、 ３/6 （全て火曜日）

（0 歳児） 2016 年 4/2 生まれ〜現在までの乳児と保護者
満寿美町 9-26
℡）751-4428

ひめむろこども園

4/25、 5/30、
6/20、 7/11、 8/8、 9/19、
10/31、 11/21、 12/12、 1/30、 2/20、 3/13
（全て火曜日）
★詳しくは 幼稚園にお問い合わせ下さい。

園内開放・・・10:00〜11:00

雨天中止

4/11、 5/9、 6/6、 7/4、 8/1、 9/5、 10/3、
11/7、 12/5、 1/9、 2/6、 3/6 （全て火曜日）
★7 月、8 月は水遊び用のタオルを持ってきてください。

姫室町 10-1
℡）754-0084

呉服会館

人形劇・・・ 10:00〜11:00

6/22、11/20
★詳しくは こども園にお問い合わせ下さい。

子育てサロン
毎月

呉服町 11-1

宇保第２公園

第 2 木曜日

10:00〜11:30 （８月休み）

連絡先：社会福祉法人 池田市社会福祉協議会 ℡ 751-0421

えほん広場・・・10:30〜11:00

（雨天中止）

5/22、 6/26、 9/4、 10/23、 11/13
連絡先：さつきこども園
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℡ 754-2929

４ 神田小学校区
場所・住所

呉服保育所

事業名・開催日・連絡先
子育て中の方対象。（原則として、幼稚園や保育所に所属のない方）

「わいわいひろば」・・・ 月・木曜日 10:00〜11:00
神田 1-2-13
℡）753-9111

ひかり幼稚園

所庭開放・・・ 月・木曜日 11:00〜12:00
★日時は変更する時があります。お問い合わせ下さい。

地域開放

（1、2 の開催日は同じ。）

１、「みんなのひろば」３歳以上対象
２、「ふれあいひろば」０〜２歳対象
5/19(金)、

6/16(金)、

11/24(金)、

7/14(金)、

1/12(金)、

「おひさまひろば」

10:00〜11:30
14:30〜15:30
9/15(金)、

2/23(金)

9:30〜10:30（受付 9:20〜）

月曜日くみ（H25 年 4/2〜9/30 生まれ対象）
(５月) 8・22 日

(６月) 5・19 日

(１０月)２・14(土)・23 日
(１月)22 日

(７月)3 日

(９月)4・25 日

(１１月)6・27 日

(２月)5・26 日

(１２月)11・18 日

(３月)7 日(水)

水曜日くみ（H25 年 10/1〜H26 年 4/1 生まれ対象）
(５月)10・24 日

(６月) 7・21 日

(１０月)4・14(土)・25 日

(７月) 5 日

(１１月)8・29 日

神田 2-4-1

(１月)24 日

℡）752-0414

★10/14(土)は幼稚園の運動会に参加します。

早苗の森会館

子育てサロン

(２月)7・28 日

神田 4-7-2

コープこうべ
協同購入センター豊中

水曜日

★連絡先：社会福祉法人

コープ子育てひろば

毎月第１

※８月休み

10:00〜11:30

池田市社会福祉協議会

「うきうき」

月曜日

(１２月)13・20 日

(３月)7 日

親子サークル

毎月第 1・3

(９月)6・20 日

℡ 751-0421

※5 月 1 日、1 月のみ休み

10:30〜12:00

コープこうべ協同購入センター豊中２F「ふれあいホール」にて

神田 3-2-4

神田北会館

神田 1-28-27

★連絡先：大阪北地区活動本部

℡ 06-6849-0231

親子教室・・・親子同伴参加 金曜日 10:00〜11:00
・３歳児「もぐらくらぶ」
定員１０組程度
・２歳児「かぼちゃくらぶ」 定員１０組程度
★詳細はお問い合わせ下さい。
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連絡先：呉服保育所 ℡ 753-9111

５ 北豊島小学校区
場所・住所

荘園保育所
荘園 1-12-6

天神保育園

事業名・開催日・連絡先

所庭開放・・・月〜金曜日

10:00〜11:00

（火曜日・木曜日休み）

連絡先：℡ 761-5353

園庭開放・・・火曜日 10:00〜11:30
地域開放・・・随時保育園にお問い合わせ下さい。
連絡先：℡ 761-3887

天神 1-1-13

住吉保育園

園庭開放・・・月曜日 10:00〜12:00
地域開放・・・「あかちゃんいらっしゃい」 10:00〜11:00
対象：0〜３歳までのお子さんと保護者、これからお母さんになる妊婦さん

住吉 1-5-8

プール開放・・・８月 11:30〜12:00

℡）761-1264

宣真認定こども園

★日程など、詳しくは保育園にお問い合わせ下さい。

園庭開放・親子教室

天神 1-1-41
℡）762-2864

亀之森幼稚園・
かめのもり乳児園

★参加無料、詳しくは園にお問い合わせ下さい。

「かめのこひろば」
園庭開放・・・10:00〜13:00
親子で楽しめるイベント・・・11:00〜12:00（場所：体育館など）
5/27(土) 園庭開放 ・
「劇団ちろりんがくるよ」
（人形劇）
6/24(土) 園庭開放 ・「親子でわらべうた♪」
（2〜3 歳児対象）
7/24(月) 園庭開放 ・「水遊び」
9/2 (土) 園庭開放 ・
「身体をうごかして遊ぼう！」
9/9 (土) 園庭開放 ・
「おもちゃで遊ぼう！」

住吉 2-3-1
℡）762-1813

豊島北会館
豊島北 1-7-17

荘園会館

3/3 (土) 園庭開放 ・「風船で遊ぼう！」
（予約制、定員 70 名）
2 月 26 日(月)より予約受付開始

子育てサロン 毎月第１・２・３水曜日 10:00〜11:30
★連絡先：社会福祉法人

池田市社会福祉協議会

℡ 751-0421

ひつじ文庫・・・毎週水曜日 14:30〜16:45
★年会費１家庭３００円

連絡先：℡ 761-8921（辻内）

カバの会・・・年３回、およそ 2 月・5 月・10 月 10:00〜11:30
荘園 1-7-13

きたてしまプラザ
２階

★連絡先：762-7583（高柳）

★参加費無料・申込不要

「ロケットキッズ」
★連絡先：「ホップくん」753-7999
ぴよぴよクラブ 毎週火曜日 10:00〜12:00 3 歳 児1 家庭 1 回 200 円
あそびのひろば 毎週木曜日 10:00〜15:00 未就園児 1 家庭 1 回 200 円
相談会（予約制）毎週火曜日 13:00〜14:00 14:10〜15:10 無料
ベビーマッサージ教室 毎月 第 3 水曜日（10 回）

自主サークル

10:30〜12:00

豊島北 2-2-18
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1 家庭 1 回 200 円

６ 石橋南小学校区
場所・住所

なかよしこども園
「わたぼうし」

事業名・開催日・連絡先

園庭開放・・・月〜金曜日

9:00〜16:45

「ほしのこくらぶ」・・・・・3 歳児親子 5 月〜12 月
月 1〜2 回水曜日
10:00〜11:00
「なかよしのびのび」・・・０歳〜就学前
月〜金曜日
10:00〜16:00
（木曜 15:00 まで）

「あかちゃんのびのび」・・・第１子の ０歳児
月 1 回水曜日(不定期) 13:00〜15:00
「土曜日開放 Day」

月 1 回土曜日(不定期) 10:30〜12:00

「お誕生会」・・・毎月第 3 又は第４火曜日

11:00〜11:40

★発育測定あり

「いろいろのびのび」・・・毎月いろいろな取り組みをします。
★わたぼうしだよりに掲載

「ほのぼのタイム・育児相談」
個別相談や電話での相談も受け付けています。

★絵本・おもちゃの貸出しをしています。
石橋 4-6-1

親子のスキンシップのひとつ
親子で絵本やおもちゃを楽しんで下さい。

℡）761-6777

石橋会館

子育てサロン

「さくらんぼくらぶ」
毎月 第 1 水曜日 10:00〜11:30
※８月休み
★連絡先：社会福祉法人 池田市社会福祉協議会
℡ 751-0421

石橋 4-6-2
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７ 石橋小学校区
場所・住所

石橋保育所

事業名・開催日・連絡先

所庭開放・・・月〜金曜日

9:30〜12:０0

※雨天中止

地域開放・・・「スマイルひろば」
月１回（4・8・3 月を除く金曜日）10:00〜10:30
保育所でのお話会の後、身体計測をします。

親子教室・・・場所：花園会館（旭丘 1-1-10）
「きしゃぽっぽくらぶ」 １〜３歳児対象
第 1・2・3 月曜日

「かぼちゃくらぶ」
月1回

10:00〜12:00【申し込み不要】

２歳児対象

金曜日

10:00〜12:00【予約制】

「もぐらくらぶ」 ３歳児対象
月1回

水曜日

10:00〜12:00【予約制】

「うさぎくらぶ」 ２・３歳児対象
月 1 回程度
井口堂 3-4-35
℡）762-2736

石橋文化幼稚園

石橋 2-12-12

運動遊び教室

水曜日 10:30〜11:30【申し込み不要】

★子育て相談も受け付けます。

地域の方々に子どもたちの様子を見てもらったり、
参加していただける行事などがあります。
★詳しくは幼稚園にお問い合わせ下さい。

℡）762-0020

井口堂北会館

井口堂 1-6-4

石橋プラザ

子育てサロン 「すくすくクラブ」
０〜２歳児対象
毎月 第１金曜日・第 3 水曜日 10:00〜11:30
★連絡先：社会福祉法人 池田市社会福祉協議会
TEL 751-0421

プラザおはなし会・・毎月 第 2 金曜日 11:00〜11:20
★広報誌に掲載。日程を確認のうえお越し下さい。

石橋 2-1-1
℡）760-2383
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８ 緑丘小学校区
場所・住所

緑丘保育園

事業名・開催日・連絡先

園庭開放・・・月〜金曜日 9:30〜12:00
地域開放

緑丘 2-5-15

「赤ちゃん DAY」
第２ 金曜日
「1 歳児ひろば」
第３ 金曜日
10:30〜11:30
「2・3 歳児ひろば」 第４ 金曜日
「誕生会」 ｢身体計測｣ 11:00〜11:30 不定期
★日程は変更することもありますので事前にお問い合わせ下さい。

℡）751-3319

アルビス緑丘

地域開放

「ぴよぴよクラブ」

対象：未就園児
毎月第２ 木曜日・第４ 火曜日
10:30〜12:30（お弁当持参可）

緑丘 2-1 集会室

秦野会館
旭丘 1-9

★お問い合わせ：緑丘保育園 ℡ 751-3319

「おひさまランド」

対象：0 歳〜未就学児
毎月第３ 月曜日 （祝日も開催）
10:30〜13:00（12:00〜お弁当タイム）

自主サークル

★連絡先：「ホップくん」 ℡ 753-7999

G-101 号

才尊会館
鉢塚 2-8-3

水月児童文化
センター

子育てサロン

対象：0 歳〜未就園児
毎月第３ 火曜日
10:00〜11:30

★連絡先：社会福祉法人 池田市社会福祉協議会 ℡ 751-0421

NPO 法人 北摂こども文化協会

鉢塚 3-6-1
℡）761-9233

大阪教育大学
附属池田高校

★イベント等は お問い合わせ下さい。

附高あそぼう DAY
H29 年 5 月
10 日(水)、 12 日(金)、 15 日(月)、 17 日(水)、
18 日(木)、 22 日(月)、 24 日(水)、 25 日(木)
時間：9:30〜11:30
対象：0〜3 歳の乳幼児と保護者 （参加無料）
附高 2 年生の保育体験にお越し下さい。
★申し込み方法など詳しくは HP をご覧ください。

緑丘 1-5-1

大阪教育大学附属池田高校
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FAX：762-1076（担当：杉本）

９ 五月丘小学校区
場所・住所

五月丘保育所

事業名・開催日・連絡先

所庭開放・・・月〜金曜日 9:00〜12:00 ★雨天中止
地域開放・・・「あそぼう会・誕生会」

五月丘 3-2-14

第２火曜日

℡）753-2875

★日程はお問い合わせ下さい。

五月丘会館

10:30〜12:00

対象：未就園児

年齢別親子あそび・・・10:30〜12:00（8 月は休み）
「赤ちゃんスマイル」
第 4 木曜日
（平成 28 年 4 月生〜）

「ペンギンクラブ」

第 1 木曜日
（平成 27 年 4 月〜28 年 4/1 生）

「うさぎ・くまクラブ」

第 2 木曜日
（平成 2５年 4 月〜27 年 4/1 生）

みんなの広場

第 3 木曜日

10:30〜12:00
対象：0〜3 歳児

★日程はお問い合わせ下さい。
連絡先：五月丘保育所

五月丘 2-4-1

池田五月山
教会幼稚園

園庭開放・・・月・火・木・金

14:00〜16:00
12:00〜16:00

水

絵本・わらべ歌の会

月１回

℡ 753-2875

第 4 金曜日

基本的に 10:30〜

幼稚園内開放

月１回 第 3 土曜日 基本的に 10:00〜
★HP：http://www.ikedasatsukiyama-child.jp/

五月丘 2-7-19
℡）751-5130

図 書 館

日程はお問い合わせ下さい。

おはなし会・・・11:00〜11:30
第 2 土曜日
第 3 土曜日

「ぷくたんのおへや」
11:00〜11:40

「ぷっか」

幼児向けおはなし会

第 4 木曜日

対象：乳幼児〜

乳幼児向けの絵本紹介の会

11:00〜11:30
五月丘 1-10-12

対象：3 歳〜小学生
対象：小学生

第 2 木曜日
対象：乳幼児の保護者

★広報誌に掲載。日程を確認のうえお越し下さい。

℡）751-2508
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１０ 秦野小学校区
場所・住所

渋谷高校

事業名・開催日・連絡先

「渋高遊ぼう DAY」

10:30〜12:00

10/2(月)〜10/6(金)、10/25(水)〜10/27(金)
畑 4-1-1
℡）751-2895

はたの保育園

９月頃 広報いけだ、渋谷高校のホームページに詳細を告知予定
★詳しくは高校にお問い合わせ下さい。

園庭開放・・・ 月 2〜３回 水曜日 10:00〜11:00
※雨天中止

地域開放・・・ 随時
畑 1-22-1
★詳しくは保育園にお問い合わせ下さい。

℡）753-3314

あおぞら幼稚園

園庭開放・・・ 9:00〜10:30

対象：未就園児

★保護者と一緒に園庭で遊ぶ（雨天中止）
５/1(月)・17(水)
９/15(金)・29(金)
12/11(月)
３/5(月)

６/12(月)・22 (木)
10/23(金)
1/22(月)・29(月)

７/10(月)
11/２(木)・17(金)
２/26(月)

「あおぞらランド」・・ 10:00〜11:15【受付 9:45〜】
対象：未就園児

場所：遊戯室、園庭

5/26(金)、 6/20(火)、 7/5(水)、 9/6(水)、
10/18(水)、12/8(金)、 1/10(水)、 2/21(水)

「おひさまぽかぽかランド」 （登録制）
畑 1-1-1

★登録制のため詳しくは幼稚園にお問い合わせ下さい。

℡）751-9554

池田旭丘幼稚園
旭丘 1-9-21

園庭開放 「親と子の育ちの場」

予約制・ホームページ、掲示板でお知らせ
★詳しくは幼稚園にお問い合わせ下さい。

℡）751-8152

南畑会館

子育てサロン
毎月

畑 1-7-4

対象：未就園児〜小学校低学年

第２・４水曜日

10:00〜12:00（8 月は休み）

連絡先：社会福祉法人 池田市社会福祉協議会
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℡ 751-0421

子育てサロン

池田市社会福祉協議会

０〜３歳の乳幼児の保護者を対象に親同士の交流と子ども達の遊びの場を
提供。お住まいの小学校区に関係なく参加できます。

地区・サロン名
池田地区子育てサロン

TEL751-0421

実施場所

チビッコ広場

呉服地区子育てサロン

実施日時

コミュニティセンター

第３水曜

呉服会館

第２木曜

神田地区子育てサロン

親子サークル

早苗の森会館

第１・３水曜

秦野地区子育てサロン

なかよしクラブ

南畑会館

第２・４水曜

緑丘地区子育てサロン

才尊会館

第３火曜

北豊島地区子育てサロン

豊島北会館

第１・２・３水曜

石橋地区子育てサロン

井口堂北会館

第１金曜・第３水曜

石橋南地区子育てサロン
さくらんぼクラブ

石橋会館

第１水曜

伏尾台地区子育てサロン

伏尾台コミュニティプラザ

第２・４水曜

すくすくクラブ

汽車ポッポ

細河地区子育てサロン

ふるえホップ ２

バードヒルズ１号館

第１金曜

細河地区子育てサロン

ふるえホップ ３

木部会館

第１火曜

自主サークル
サークル名

「ホップくん」

10:00〜11:30

10:00〜12:00

10:00〜11:30

10:00〜12:00
10:30〜12:00

TEL753-7999

地域の方々や子育て中のお母さん達が自主的にサークル活動をしています

対象年齢

実施場所

実施日時

参加費等

リズムサークル ひよこ

0 歳〜未就園児

伏尾台コミニュティプラザ

金曜

10:00〜14:00

100 円/年

ママトリエ

0 歳〜未就学児

保健福祉総合センター

月 2 回（不定期）10:00〜14:00

0〜100 円

0 歳〜未就学児

保健福祉総合センター

木曜(年 4 回)

材料費

コミニュティセンター

第 2・3・4 火曜、 第 3 日曜
10:00〜12:00

800 円/回

0 歳〜未就学児

おひさまランド

0 歳〜未就学児

秦野会館

第 3 月曜

無料

池田リトミック

1 歳〜未就園児

コミニュティセンター

第 1・3 金曜

さにーずくらぶ

２歳〜未就学児

保健福祉総合センター

月1回

15:30〜16:15

2 人目半額
(2 歳まで無料)

ひまわり KID̀S

0 歳〜未就学児

細河コミニュティセンター

第 3 金曜

10:30〜11:30

無料

ｈappy life *enjoy SB

0 歳〜未就学児

井口堂北会館

金曜(奇数月) 10:00〜12:00

材料費

どんぐりさん

0 歳〜未就園児

住吉会館

金曜

会員制
(登録料有)

いけだ

ママカフェ☆IKEDA
ママたちのフラ
Ånela（アネラ）

10:00〜12:00

10:30〜13:00
10:45〜11:30

初 回 の み
500 円

500 円/回
500 円/回

10:30〜12:00

火曜

ロケットキッズ

0 歳〜未就園児

きたてしまプラザ

10:00〜12:00
（3 歳児 ぴよぴよクラブ）
木曜
10:00〜15:00（遊びの広場） 200 円/回
第 3 水曜 10:30〜12:00
（０歳児 ベビーマッサージ）

カンガルークラブ

0 歳〜未就園児

桃園会館

木曜

10:30〜12:00

ほっとルーム フレンズ

妊婦さん
0 歳〜未就園児

伏尾台
コミニュティプラザ

月曜
木曜

10:00〜16:00
10:00〜14:00

絆プロジェクト

0 歳〜未就学児

コミニュティセンター

3 ヶ月に１回

無料

外あそびの会
たんぽぽ in 池田

0 歳〜未就学児

五月山・城跡・水月･
塩塚・緑のセンター・
公明公園

月に 10 日程度

無料
登録制
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50 円/回
1 歳未満無料

無料
会員登録制

図 書 館

絵本の貸し出し・おはなし会

施設名

図 書 館

石橋プラザ
中央公民館 １F

おはなし会
第２土曜 3 歳〜小学生
第３土曜 小学生
11:00〜11:30
第 4 木曜 乳幼児向け
11:00〜11:40
第 2 木曜 乳幼児の保護者向け
（絵本紹介）
11:00〜11:30
第 2 金曜

奇数月 第２木曜 乳幼児向け
11:00〜11:20

文庫・絵本館

五月丘

℡) 751-2508

1-10-12

11:00〜11:20

｢子育てのちょっといいおはなし｣も
不定期開催

図書コーナー

石橋 2-1-1

℡)760-2383

菅原町 1-1

℡)754-6312

本の貸し出し・絵本の読み聞かせ・季節の催し・手作り工作

文庫・施設名

伏尾台文庫

所在地・連絡先

開庫日

所在地・連絡先・その他

月曜

伏尾台第１コミュニティセンター
14:00〜16:30

℡)752-1045（芝原）
会費なし

ひつじ文庫
カバの会
へのへの
もへじ文庫

水曜

荘園会館
14:30〜16:45

年会費：１家庭 300 円

年 3 回（2・5・10 月） 荘園会館
10:00〜11:30
金曜

℡)761-8921（辻内）

℡)762-7583（高柳）
無料

綾羽こども館
14:30〜17:00

℡)761-2935（佐藤）
年会費：300 円

月･水･金･土曜

ちいさな絵本館

9:30〜12:00

菅原町 10-14

14:00〜17:00

公立保育所、わたぼうし、ホップくん、もりもり KIDS、
くるぽん、水月児童文化センター、五月山児童文化センター
でも絵本の貸し出しをしています。
★休館日など詳しくは各施設にお問い合わせ下さい
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℡)702-3544

赤ちゃんステーション 一覧
おむつ替え・授乳が出来ます

住所

石橋保育所

井口堂 3-4-35

762-2736

月〜金 10:00〜15:00

7

古江保育所

古江町 4 番地

753-9100

月〜金 9:00〜15:00

1

呉服保育所

神田 1-2-13

753-9111

月〜金 9:00〜15:00

4

五月丘保育所

五月丘 3-2-14

753-2875

月〜金 9:30〜15:00

9

緑丘保育園

緑丘 2-5-15

751-3319

月〜金 9:30〜15:00

８

やまばと学園

旭丘 1-1-10

762-3218

火〜金 10:00〜16:00

10

月〜金 10:00〜16:00

6

なかよしこども園
わたぼうし
もりもり KIDS

電話

761-6751

石橋 4-6-1

761-6777

開設日・時間

校区

施設名

NO

城南 3-1-15C-101

752-2211

月〜土 10:00〜15:00

2

古江町 4 番地

753-7999

月〜金 9:00〜17:00

1

城南 3-1-40

754-6006

五月山児童文化センター

綾羽 2-5-9

752-6301

水〜日 9:00〜16:00

2

水月児童文化センター

鉢塚 3-6-1

761-9233

水〜土
日

8

池田市役所

城南 1-1-1

752-1111

月〜金 8:45〜17:15

2

図書館

五月丘 1-10-12

751-2508

水〜日 10:00〜18:00

9

市民文化会館

天神 1-7-1

761-8811

日〜土

5

綾羽 2-7-1

754-3336

月〜土 9:00〜22:00
日・祝 9:00〜19:00

（ザ・ライオンズ池田内）

ホップくん
（古江保育所内）

くるぽん
（保健福祉総合ｾﾝﾀｰ内）

２階

五月山体育館
※おむつ替えのみ利用可

池田泉州銀行
（池田営業部）
（石橋支店）
（池田駅前支店）
（池田東支店）

日〜木
10:00〜16:00

9:00〜19:00
9:00〜17:00

8:00〜17:30

2

2

※応接室を利用
2

城南 2-1-11

753-3737

石橋 2-17-13

761-8281

月〜金

7

栄町 1-1

751-8521

9:00〜15:00

2

旭丘 2-4-15

761-2415

赤ちゃんステーションとして登録された施設には
上記のステッカーが貼ってあります。
利用時にはお気軽に施設の方に声を掛けてください。
使用後のおむつやゴミはお持ち帰り下さい。
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7

小さなお子さんを安心して遊ばせることができる
室内スペースです。木のおもちゃ、絵本もたくさん
あります。子育ての相談にも応じています。

子育て支援拠点
★★

各所とも利用料無料 ・ ランチ OK ・ 祝日、年末年始、警報発令時は休み

「ホップくん」
〒563-0015

★★

（古江保育所）

古江町４番地

℡）072-753-7999

開館期間）月〜金 9:00〜17:00
対象） ０歳児〜就学前の子どもと保護者
HP） http://www.city.ikeda.osaka.jp/

「わたぼうし」
〒563-0032

（なかよしこども園内）

石橋４-6-1

℡）072-761-6777

開館期間）月〜金 9:00〜17:00
対象） ０歳児〜就学前の子どもと保護者
HP） http://www.city.ikeda.osaka.jp/

「もりもり KIDS」
〒563-0025

（ザ・ライオンズ池田 C 棟内）

城南 3-1-15 C-101

℡）072-752-2211

開館期間）日〜土 10:00〜16:00
※木曜日のみ 15:00 まで
対象） ０歳児〜3 歳の子どもと保護者
HP） http://www２.chuoh-hoikuen.jp/~morimori/

「くるぽん」
〒563-0025

（池田市保健福祉総合センター内 ２F）
城南 3-1-40

℡）072-754-6006

開館期間）日〜木 10:00〜16:00
対象） ０歳児〜就学前の子どもと保護者
ブログ） http://kurupon-blogspot.jp/
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参加しませんか？

詳しくは広報誌・HP でお知らせしています。

「いちごパーティー」
満１歳のお誕生月に池田市から「いちごパーティー」への
お誘いの封書（いちご通信）を対象児全員に送ります。
日時、場所など都合の良い方を選んでご参加ください。
満 1 歳の出会いとふれあいをみんなで楽しみましょう。

「ふたご・みつご のびのび」
★対象：
★日時：
★場所：
★内容：

双子または３つ子の保護者、妊婦さん
月 1 回 10:00〜11:30
保健福祉総合センター２F
親子の遊び、親同士の交流と情報交換など

「フルーツバスケット」
★対象：
★日時：
★場所：
★内容：

親支援プログラム

外国の方の子育て支援

池田市在住の外国の方で就学前の子どもと保護者
第３金曜日 10:00〜11:30
保健福祉総合センター２F
親子の遊び、親同士の交流と情報交換など

「完璧な親なんていない」

★対象：
★内容：

１〜５歳の子どもの母親（一時保育あり）
参加者が子育ての中で関心のあることをグループで話し合い、色々な
学習活動やテキストを参照しながら自分にあった子育ての仕方を学ぶ
★開催数： １クール 8 回、1 回 2 時間
★参加者：10 人程度

ベビープログラム

「赤ちゃんがきた！」

★対象： 2〜5 ヶ月の第 1 子と母親
★内容： 初めての赤ちゃんを育てている母親のための仲間・絆・学びプログラム
★開催数： １クール 4 回、1 回 2 時間
★参加者：15 人程度
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不安な時、困ったときは・・
ひとりで抱え込まないで 必要な時には
まわりからの助けをかりましょう
誰かに相談してみませんか？
相談は無料です。相談者の秘密は厳守します。
安心して相談してください。

池田市役所

子育て支援課

児童家庭相談
内容：

育児について悩んだり、子育てがつらくなったなど
0〜18 歳の子どもに関する相談に、児童家庭相談員が応じます

相談方法：
実施日時：
連絡先：

電話相談、面談
月曜〜金曜
8:45〜17:15
072-754-6401

●健康、成長・発達に関する相談

健康増進課（保健福祉総合センター内）

754-6034

児童発達支援センター やまばと学園

762-3218

発達支援課

754-6102

（保健師）
●発達、障がいに関する相談
（心理相談員）
●育児に関する相談
（地域子育て支援拠点）

（子育て支援推進員）
●就学前から学齢期における

わたぼうし 761-6777

くるぽん 754-6006

ホップくん 753-7999

もりもり KIDS 752-2211

五月丘保育所 753-2875

呉服保育所

753-9111

石橋保育所 762-2736
教育センター

751-4971

子育て支援課

754-6525

教育相談
●ひとり親家庭の各種相談
（母子・父子自立支援員）
●児童虐待が疑われたら

子育て支援課（児童家庭相談員） 754-6401
児童相談所 全国共通ダイヤル

℡）１８９

★お近くの児童相談所につながります
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