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場所・住所 事業名・開催日・連絡先 

ふしお台保育所 
所庭開放「遊ぼう広場」 、「地域開放」 

保育所前の掲示板にて随時お知らせしています。 
 

★詳しくは保育所にお問い合わせ下さい。 伏尾台 1-37 

℡）751-1797 

友星幼稚園 

 

「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  

「星の子相談室」 子育て相談員、保育心理士による相談を行っています 

★開催につきましては HP、ブログ（http://yuusei-youchien.jp/）をご覧ください。 

伏尾台 2-11 

℡）751-1828 

ほそごう学園 「ほそごうのびのびひろば」 
    年２回  8・９年生（中学 2・３年生）との交流予定 

連絡先：「ホップくん」 ℡ 753-7999 
伏尾台 3-14 

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 14:00～16:00 
 

★絵本や児童書の貸し出しをしています。 
★誰でも無料で利用できます。 

連絡先： ℡ 752-1045（芝原） 伏尾台 3-4-3 

 

伏尾台  

ｺﾐｭﾆﾃｨﾌﾟﾗｻﾞ 
 

ふしおだいホップ  第１水曜日 10:30～12:00 （8 月は休み） 

                       

親子で「ホップくん」のスタッフと一緒に楽しく遊びましょう。 

連絡先：「ホップくん」 ℡ 753-7999 

伏尾台 3-1-114 

子育てサロン 「汽車ポッポ」 対象：未就園児  

 第 2・4 水曜日  10:00～12:00 
★開催につきましては、地区の掲示板、同会ホームページをご覧ください。 

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」   
木曜日  10:00～14:00 （事前予約制） 

対象：0 歳～未就園児、妊婦さん （無料 登録制） 

        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」  火・金曜日 10:00～12:00 

対象：0 歳～未就園児 （要費用） 

                   連絡先：「ホップくん」 ℡ 753-7999 

１－A  ほそごう学園校区（伏尾台） 

http://yuusei-youchien.jp/
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場所・住所 事業名・開催日・連絡先 

ホップくん 

（古江保育所内） 

開設日時：月～金曜日 9:30～16:00 （木曜日は 15:00 まで） 

対象：0 歳～就学前（概ね 3 歳）の子どもと保護者 

 

 「ふるえ のびのび」  

9:30～12:00、 13:00～15:30 （各４組８名） 
 

「今月のいちおし」 月１回 10:30～  
 

「手作り講習会」   月１回 10:30～  
                          

「おたのしみホップ♪」 月１回  
 

「身体計測」 第４火曜日 11:00 と 14:00 

 
★現在は新型コロナウイルス感染予防の為、予約制で開館しています 

詳しくはお問い合わせ下さい。 
古江町 4 

℡）753-7999 

細河保育園 園庭開放・・「遊ぼう広場」  

第１・3 月曜日 ９:30～11:00  

            （4 月・8 月は休み） 

地域開放・・行事参加 

★詳しくは保育園にお問い合わせ下さい。 
東山町 312 

℡）753-3380 

 

細河コミュニティ 

センター 

 

ほそかわホップ    ４、５、６、９、１０、１、２、３月 
第 1 木曜日 10:30～12:00 

親子で「ホップくん」のスタッフと一緒に楽しく遊びましょう。 

★連絡先：「ホップくん」 ℡ 753-7999 

 

東山町 617-1 

 

子育てサロン 「グリーンキッズ」  対象：0 歳～未就学児 

第３土曜日  10:00～11:30（4 月・８月は休み） 

 
★開催につきましては、地区の掲示板、同会ホームページをご覧ください。 

連絡先：社会福祉法人 池田市社会福祉協議会  ℡ 751-0421 

 

 

合同ホップ    ７、８、11、12 月 
          場所：細河コミュニティセンター 他 

          季節のイベント、地域散策など 

★詳しくは「ホップくん」までお問い合わせ下さい ℡ 753-7999 

１－B ほそごう学園校区(細河) 
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場所・住所 事業名・開催日・連絡先 

中央保育園 園庭開放  10:30～12:00  
「サーキットあそび」11:30～12:00（２歳児以上対象） 

「プール開放」10:30～12:00  

★新型コロナウイルス感染予防の為、しばらくの間「園庭開放」「サーキット遊び」「プール

開放」「運動会」「もちつき」を中止させて頂きます。詳しくはお問い合わせ下さい。 

上池田 2-2-34 

℡）751-8160 

さくら幼稚園 
園庭開放 「さくらんぼひろば」  

水曜日 13:30～14:30（未就園児親子対象・雨天中止） 

「さくらんぼくらぶ」（保護者同伴・要申し込み） 

H31 年 4/2～R2 年 4/1 生まれ対象 9:30～10:30 

★詳しくはお問い合わせ下さい。 

大和町 1-4 

℡）751-3513 

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（0 歳児と保護者対象）     

「子育て講習会」   

★中止、変更になる場合があります。詳しくはお問い合わせ下さい。 

城南 2-4-20 

℡）754-2929 

もりもり KIDS 「つどいの広場」 （0 歳～３歳のお子さんと保護者対象） 

月～土曜日 10:00～16:00（木曜日のみ 15:00 まで） 
※現在は新型コロナウイルス感染予防の為、予約制で開館しています。 

10:00～12:00、 13:00～16:00（各 10 組） 

★詳しくはお問い合わせ下さい。 

城南 3-1-15-C-101 
(ザ・ライオンズ池田内) 

℡）752-2211 

くるぽん 
「つどいの広場」 （0 歳～就学前(概ね 3 歳)のお子さんと保護者対象） 

日～木曜日 10:00～16:00 

※現在は新型コロナウイルス感染予防の為、予約制で開館しています。 

10:00～12:30、13:30～16:00（各 12～13 組程度） 

★詳しくはお問い合わせ下さい。 

城南 3-1-40 

保健福祉総合ｾﾝﾀｰ 2Ｆ 

℡）754-6006 
池田市立市民活動 

交流センター 
子育てサロン「チビッコ広場」 第 3 金曜日 10:00～11:30（８月、1 月は休み） 

★開催につきましては、地区の掲示板、同会ホームページをご覧ください。 

                連絡先：社会福祉法人 池田市社会福祉協議会  ℡ 751-0421 
新町 1-8 

綾羽こども館 へのへのもへじ文庫 金曜日 14:30～17:00 ★年会費 300 円 

絵本（点訳絵本もあり）を読んだり、貸し出しもしています。 

              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         綾羽 1-1-4 

ちいさな絵本館 
開館日  月・水・金・土曜日（祝・祭日・土曜午後は休み） 

     9:30～12:00  14:00～17:00 
絵本の貸し出しは一人に 3 冊、期間は２週間。「図書返却ポスト」ができました。 

★詳しくはお問い合わせ下さい。  連絡先：℡ 702-3544  菅原町 10-14 

五月山児童 
文化ｾﾝﾀｰ 

「親子自然あそび さつきっこくらぶ」  

第 1・3 金曜日 （2・3 歳児と保護者対象）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５組 

「よちよちプラネタリウム」  

第 2・4 金曜日 11:00～11:30（定員 6 組）駐車場なし 
世界に一冊だけの手づくり絵本の投映（読み聞かせ）と星座案内。  

※絵本は石橋中学校 42 期生による作品などを投映。 

★詳しくはお問い合わせ下さい。 

綾羽 2-5-9 

℡）752-6301 

２ 池田小学校区 
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場所・住所 事業名・開催日・連絡先 

室町幼稚園 

 

「むろまちひろば」  月２回 月曜日 10:00～11:00  

 

対象：1～3 歳の未就園児（在宅） 場所：幼稚園２F すみれの部屋 

定員：10 組  ※事前予約制としています。前日までにお電話ください 

 
★詳しくは幼稚園ホームページをご覧ください。 

室町 7-4 

℡）751-4029 

カトリック 
聖マリア幼稚園 

 

園庭開放「のびのび遊ぼう」  

木曜日 11:00～12:00 対象：未就園児 
 

「ひよこの会」   火曜日 10:00～11:00  

          場所：幼稚園 2F ホール 又は こあら組 

 

（1 歳児） 親子でダンス・製作・楽器など 

（0 歳児） 親子でふれあい遊び、ベビーマッサージなど 

 
★詳しくは幼稚園ホームページをご覧ください。 

満寿美町 9-26 

℡）751-4428 
 

ひめむろこども園 園庭開放  月１回 火曜日 10:00～11:00  （雨天中止） 

人形劇  年 2 回（６月・10 月）申し込み制 

 
★詳しくはこども園にお問い合わせ下さい。 姫室町 10-1 

℡）754-0084 

呉服会館 
 

子育てサロン  第 2 木曜日 10:00～11:30 （８月休み） 

 
★開催につきましては、地区の掲示板、同会ホームページをご覧ください。 

連絡先：社会福祉法人 池田市社会福祉協議会 ℡ 751-0421 呉服町 11-1 

宇保第２公園 

 

えほん広場   10:30～11:00 （雨天中止） 

★日程等、詳しくはお問い合せ下さい。 

連絡先：さつきこども園  ℡ 754-2929 

図書館 おはなしのへや  11:00～11:30 第 2 土曜日 対象：幼児～ 

おはなし飛行船  11:00～11:30 第 3 土曜日 対象：５歳以上 

ぷくたんのおへや 10:30～11:00  第４水曜日 対象：幼児～ 

ぷっか 10:30～11:00 第２水曜日 対象：乳幼児とその保護者 

 
★開催状況、定員等については図書館ホームページ又は電話にてお問い合わせ下さい。 

呉服町 1-1 

サンシティ３F 

℡）751-2508 

３ 呉服小学校区 
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場所・住所 事業名・開催日・連絡先 

ひかりこども園 
 

 

 「つくしひろば」 登録制（定員 8 組程度） 

原則 第 1・3 水曜日 10:00～11:00   

対象：1 歳児（R2．4/2～R3．4/1 生まれ）とその保護者 

※前期・後期で実施予定です。 

 

 

 「すみれひろば」 登録制（定員 10 組程度） 

原則 第２・４水曜日 10:00～11:00 

対象：2 歳児（Ｈ31．4/2～R2．4/1 生まれ）とその保護者 

  ※前期・後期で実施予定です。 

 

 

「おひさまひろば」 登録制（定員 20 名程度） 

 原則 火曜日 9:30～11:00 

対象：３歳児（Ｈ30．4/2～Ｈ31．4/1 生まれ）とその保護者 

  ※但し、11 月からは児童のみ参加 

 
★詳細はお問い合わせ下さい。 

 

神田 2-4-1 

℡）752-0414 

早苗の森会館 
 

子育てサロン 親子サークル  
         

第 1・３水曜日 10:00～11:30 
※８月は休み（その他休みあり） 

詳細はお問い合わせ下さい。 

 

★連絡先：社会福祉法人 池田市社会福祉協議会 ℡ 751-0421 

 神田 4-7-2 

４ 神田小学校区 
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場所・住所 事業名・開催日・連絡先 

てんじんこども園 園庭開放・・・水曜日 10:30～11:30 

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 11:00～12:00 

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 

★日程など、詳しくは保育園にお問い合わせ下さい。 
住吉 1-5-8 

℡）761-1264 

宣真 

認定こども園 

6/1 親子教室（15 名）、 7/27 運動遊び（15 名） 

8/25 リトミック（15 名）、 11/16 園庭開放（20 名） 

12/14 クリスマス会（15 名）、 2/1 節分 お面制作（15 名） 

★詳しくは園にお問い合わせ下さい。 
天神 1-1-41 

℡）762-2864 

亀之森幼稚園・ 

かめのもり乳児園 
「どんぐりひろば」  毎週水曜日  9:30～10:30 （要予約） 

対象：０～３歳の未就園児 

 

★詳しくは園のホームページをご覧ください。 
住吉 2-3-1 

℡）762-1813 

豊島北会館 子育てサロン 第３水曜日 10:00～11:00 （8 月は休み） 

★連絡先：社会福祉法人 池田市社会福祉協議会 ℡ 751-0421 
豊島北 1-7-17 

荘園会館 ひつじ文庫  水曜日 14:30～16:45   ★連絡先：℡ 761-9246（高田） 

カバの会    現在のところ未定   ★連絡先：762-7583（高柳）  
荘園 1-7-13 

きたてしまプラザ 

2 階 

自主サークル 「ロケットキッズ」 

   対象：0 歳～未就園児  1 家庭 1 回 200 円 （要予約） 

木曜日 10:00～12:00（10 組）、13:00～15:00（10 組） 

★連絡先：「ホップくん」753-7999  豊島北 2-2-18 

荘園保育所 園庭開放・・・火・水曜日 10:30～11:30 

★詳しくは保育所にお問い合わせ下さい。 荘園 1-12-6 

℡）761-5353 

てしまの森 
 

「つどいの広場」 

対象：０歳～就学前(概ね３歳)の子どもと保護者 

第１・３水曜日、第２・４・５土曜日を除く。詳しくはお問い合わせください。 

月～土曜日 10:00～16:00（木曜日は 15:00 まで） 

 

★mail: tenjin@office.eonet.ne.jp 

豊島北 1-4-17 

OPH 石橋テラス内 

℡）743-9014 

 
 

５ 北豊島小学校区 

mailto:tenjin@office.eonet.ne.jp
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場所・住所 事業名・開催日・連絡先 

 

ツナガリエ石橋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

わたぼうし （ツナガリエ石橋２F） 

開設日時：月～金曜日 10:00～16:00     連絡先：℡761-6777 

     （第１水曜日は休み） 

対象：0 歳～就学前（概ね３歳）の子どもと保護者 

 

「わたぼうしひろば」  
①10:00～11:30 ②12:30～14:00 ③14:30～16:00  

 

ほのぼのタイム （事前予約） 

月～金曜日 １回１時間程度 
 

「赤ちゃんのびのび」 第１子の親子のつどい 

第２水曜日   10:30～11:30 
 

「誕生会」 第３火曜日  11:00～11:30 
 

「いろいろのびのび」 ミニ講習会や製作等 

月 1～２回  10:30～11:30 
 

「土曜日ふれあい DAY」  
月２回 ①10:00～12:00 ②13:00～16:00 

 

★現在は新型コロナウイルス感染予防の為、予約制で開館しています 

詳しくはお問い合わせ下さい。 

 

石橋 1-23-6 

石橋図書館（ツナガリエ石橋３F・4F） 連絡先：℡ 760-2383 

開館時間： 月～土曜日 10:00～20:00 

      日、祝休日 10:00～18:00 

 休館日：  第１水曜日 

 

「乳幼児おはなし会」 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。 

石橋会館 
子育てサロン 

「さくらんぼくらぶ」  第 1 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 石橋 4-6-2 

なかよしこども園 
園庭開放  11:00～12:30  対象：未就園児 

 
親子教室 

「ほしのこクラブ」 （登録制）５月～  

  対象：3 歳児（H30. 4/2～H31. 4/1 生まれ）とその保護者 
 

「うさぎクラブ」 （登録制）①５月～ ②10 月～ 

対象：２歳児（H31. 4/2～R2. 4/1 生まれ）とその保護者 
 

「りすクラブ」 （登録制）10 月～  

対象：１歳児（R2. 4/2～R3. 4/1 生まれ）とその保護者 
 

★日程等、詳細はお問い合わせ下さい。 

石橋 4-6-1 

℡）761-6751 

６ 石橋南小学校区 
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場所・住所 事業名・開催日・連絡先 

 

 

石橋文化幼稚園 
℡）762-0020 

 

石橋文化保育園 
℡）760-3100 

 

 

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。 

 

★詳しくは園にお問い合わせ下さい。 

石橋 2-12-12 

井口堂北会館 

 

子育てサロン  「すくすくクラブ」  ０～２歳児対象 

 
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 

 井口堂 1-6-4 

 
 

７ 石橋小学校区 
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場所・住所 事業名・開催日・連絡先 

緑丘保育園 

 
 

 

地域開放 「赤ちゃん DAY」    第１水曜日    

「1 歳児ひろば」    第２水曜日   10:30～11:30 

「2・3 歳児ひろば」  第３水曜日  

 
※毎年４月・5 月は休み 
 

★詳しくはホームページをご覧ください。 

緑丘 2-5-15 

℡）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 

第４金曜日  10:30～11:30 
                お問い合わせ：緑丘保育園 ℡ 751-3319 

 

★変更もありますので、緑丘保育園のホームページでご確認ください。 緑丘 2-1 集会室 

秦野会館 
自主サークル 「おひさまランド」  対象：0 歳～未就学児  

第３月曜日 10:30～12:00（無料）  
                

★詳しくはお問い合わせ下さい。 

連絡先：「ホップくん」 ℡ 753-7999 

旭丘 1-9  

G-101 号 

才尊会館 
子育てサロン   第３火曜日  10:00～11:30 
★開催につきましては、地区の掲示板、同会ホームページをご覧ください。 

 

連絡先：社会福祉法人 池田市社会福祉協議会 ℡ 751-0421 鉢塚 2-8-4 

水月児童文化 

センター 

 

開館日：水～日曜日 9:00～17:00 

※中学生以上は水～土曜日 19 時まで利用可 

休館日：月・火曜日、祝日 

 

 

★イベント等は、センターHP（下記） 

あるいは直接お問い合わせ下さい。 

             水月児童文化センターQR コード 

 
鉢塚 3-6-1 

℡）761-9233 

ぞうさん保育園 
園庭開放  月～金曜日 10:00～11:00 

緑丘 2-6-20 

℡）747-4697 

 
 
 

８ 緑丘小学校区 
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場所・住所 事業名・開催日・連絡先 

渋谷高校 「渋高遊ぼう DAY」 今年度は開催いたしません。 

畑 4-1-1 

℡）751-2895 
 

 

はたの保育園 

 

園庭開放 

地域開放 

★詳しくは保育園にお問い合わせ下さい。 畑 1-22-1 

℡）753-3314 

あおぞら幼稚園 
 

園庭開放・・・不定期   対象：未就園児 
              
 

「あおぞらランド」 （登録制） 不定期   

対象：２歳児 

    
 

★詳しくは幼稚園にお問い合わせ下さい。 

 
畑 1-1-1 

℡）751-9554 

池田旭丘幼稚園・ 

いけだあさひがおか 

乳児園 

子育てひろば   

      ホームページ、掲示板でお知らせ 

★詳しくは園にお問い合わせ下さい。 旭丘 1-9-21 

℡）751-8152 

南畑会館 子育てサロン  

畑 1-7-4 

第２・４水曜日 10:00～12:00 

（8 月は休み） 

 
★開催につきましては、地区の掲示板、同会ホームページをご覧ください。 

連絡先：社会福祉法人 池田市社会福祉協議会  ℡ 751-0421 

 
 

９ 秦野小学校区 
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内容  子どもの預かりや保育所・幼稚園の送り迎えなど 

 

対象  （依頼会員）概ね生後 2 か月～小学校 4 年生の子どもがいる方 

      （援助会員）育児経験がある方、育児支援に理解のある方 

（両方会員）依頼・援助の両方を行う方 

       

利用料 月～金曜日 午前 8 時～午後 8 時 1 時間 700 円 

      （前記以外の時間や土・日曜日、祝日は 1 時間 800 円） 

 

  登録先 いけだファミリー・サポート・センター（池田市社会福祉協議会内） 

      池田市保健福祉総合センター１階   TEL：072-751-0422 

開所時間：8:45～17:15 （休日：土・日・祝日・年末年始） 

 
 
 

場所・住所 事業名・開催日・連絡先 

五月丘こども園 園庭開放 

子育て相談（掲示板でお知らせ） 
★詳しくはお問い合わせ下さい。 

五月丘 3-4-12 

℡）753-6000 

池田五月山 

教会幼稚園 

園庭開放 未定 

幼稚園内開放 （事前予約制） 

「あっぷっぷ」 月１回  第 3 土曜日  基本的に 10:00～ 

5/14（土）より開催 

 

★詳しくはホームページをご覧ください。 

HP：http://www.ikedasatsukiyama-child.jp/ 

五月丘 2-7-19 

℡）751-5130 

五月丘会館 
 

子育てサロン 第 3 金曜日 10:00～11:30 

★開催につきましては、地区の掲示板、同会ホームページをご覧ください。 

連絡先：社会福祉法人 池田市社会福祉協議会  ℡ 751-0421 五月丘 2-4-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 五月丘小学校区 

いけだファミリー・サポート・センターは「育児の援助を受けたい人」と「育児

の援助を行いたい人」を結びつける会員制の育児支援ネットワークで、会員同士

の助け合いを支援しています。 

育児の援助 

http://www.ikedasatsukiyama-child.jp/
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地区・サロン名 実施場所 実施日時 

池田地区子育てサロン チビッコ広場 市民活動交流センター 第３金 

10:00～11:30 
五月丘地区子育てサロン 五月丘会館 第３金 

呉服地区子育てサロン 呉服会館 第２木 

神田地区子育てサロン チビッコ広場 早苗の森会館 第１・３水 

秦野地区子育てサロン  南畑会館 第２・４水 10:00～12:00 

緑丘地区子育てサロン 才尊会館 第３火 10:00～11:30 

北豊島地区子育てサロン 豊島北会館 第３水 10:00～11:00 

石橋地区子育てサロン すくすくクラブ 井口堂北会館 第１金・第３水 
10:00～11:30 

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 

伏尾台地区子育てサロン 汽車ポッポ 伏尾台コミニュティプラザ 第２・４水 10:00～12:00 

細河地区子育てサロン グリーンキッズ 細河コミニュティセンター 第３土 10:00～11:30 

   ※各サロンとも、開催日時・場所が変更又は中止になる場合があります。最新情報は社協までお問い合わせいただくか 

     ホームページ等でご確認ください。 

 
 
 
 
 

 
 

サークル名 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 火 ・金 10:00～12:00 

100 円/年 

イベント時、 

実費有 

おひさまランド 0 歳～未就学児 秦野会館 第 3 月 10:30～12:00 無料 

池田リトミック 1 歳～未就園児 姫室・室町会館 第 2・4 月 10:30～11:15 
1200 円/月 

 

さにーずくらぶ ２歳～未就学児 
保健福祉総合センター 

（オンライン開催あり） 
月 1～2 回    500 円/回 

ロケットキッズ 0 歳～未就園児 きたてしまプラザ 
木   10:00～12:00  

13:00～15:00  
200 円/回 

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 

木   10:00～14:00 

    （事前予約制） 

無料 

登録制 

ふれあいベビーヨガ 

★ベビトレヨガ 
0～2 歳児 

城南会館 第 2・4 木 10:30～11:15 

（変更有） 
350 円/回 

南畑会館 第 3 木 

どんぐりさん ０歳～未就園児 住吉会館 金  10:30～12:00 900 円/月 

池田市社会福祉協議会 TEL751-0421 

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。 

「ホップくん」 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 

 

子育てサロン 

自主サークル 
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施設名 おはなし会 所在地・連絡先 

図 書 館 
 

 

 
（開館時間） 

月～土曜日 

10:00～20:00 

日、祝休日 

10:00～18:00 

 

（休館日） 

第３水 

おはなしのへや   

第 2 土  11:00～11:30  対象：幼児～ 

おはなし飛行船   

第 3 土    11:00～11:30   対象：５歳以上 

ぷくたんのおへや  
第４水    10:30～11:00   対象：幼児～ 

ぷっか  
第 2 水   10:30～11:00   

対象：乳幼児とその保護者 

 

※開催状況、定員等については図書館ホームページ

又は電話にてお問い合わせ下さい。 

呉服町 1-1 

サンシティ３階 

 

℡)751-2508 

 

 

石橋図書館  

 
（開館時間） 

月～土曜日 

 10:00～20:00 

日、祝休日 

10:00～18:00 

 

（休館日） 

  第１水 

 

乳幼児おはなし会 

第 2 金  11:00～11:20 

 

 

石橋 1-23-6 ℡)760-2383 

文庫・施設名 開庫日 所在地・連絡先・その他 

伏尾台文庫 月 14:00～16:00 
伏尾台第１コミュニティセンター 

℡)752-1045（芝原）         ※会費なし 

ひつじ文庫 水 14:30～16:45 荘園会館   ℡)761-9246（高田） 

カバの会 現在のところ未定 荘園会館   ℡)762-7583（高柳）   ※無料 

へのへの 

もへじ文庫 
金 14:30～17:00 

綾羽こども館 

 ℡)761-2935（佐藤）年会費：300 円 

ちいさな絵本館 
月･水･金･土 

9:30～12:00 

14:00～17:00 

 

菅原町 10-14 ℡)702-3544 

 文庫・絵本館 本の貸し出し・絵本の読み聞かせ・季節の催し・手作り工作 

絵本の貸し出し・おはなし会 
★広報誌に掲載。日程を確認のうえお越し下さい。 

 

図 書 館 
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施設名 住所 電話 開設日・時間 

古江保育所 古江町 4 番地 753-9100 月～金  9:00～15:00 

ひかりこども園 神田 2-4-1 752-0414 月～金  9:00～15:00 

五月丘こども園 五月丘 3-4-12 753-6000 月～金  9:30～15:00 

緑丘保育園 緑丘 2-5-15 751-3319 月～金  9:30～15:00 

やまばと学園 旭丘 1-1-10 762-3218 火～金 10:00～16:00 

なかよしこども園 石橋 4-6-1 761-6751 月～金 10:00～16:00 

わたぼうし（ツナガリエ石橋内） 石橋 1-23-6 761-6777 
第１水を除く 

月～金 10:00～16:00 

もりもり KIDS（ｻﾞ･ﾗｲｵﾝｽﾞ池田内） 城南3-1-15C-101 752-2211 月～土 10:00～15:00 

ホップくん（古江保育所内） 古江町 4 番地 753-7999 月～金  9:00～17:00 

くるぽん（保健福祉総合ｾﾝﾀｰ内） 城南 3-1-40 754-6006 日～木 10:00～16:00 

てしまの森（OPH 石橋テラス内） 豊島北 1-4-17 743-9014 

第 1・3 水、 

第 2・4・5 土を除く 

月～土 10:00～16:00 

保健福祉総合センター 城南 3-1-40 754-6010 
第２土を除く 

    9:00～21:00 

五月山児童文化センター 綾羽 2-5-9 752-6301 水～日  9:00～16:00 

水月児童文化センター 鉢塚 3-6-1 761-9233 
水～土 9:00～19:00 

日   9:00～17:00 

池田市役所 ２階 城南 1-1-1 752-1111 月～金  8:45～17:15 

市民文化会館 天神 1-7-1 761-8811 日～土 8:00～17:30 

中央公民館 菅原町 1-1 754-6299 
月～土  9:00～21:00 

日・祝休日 9:00～17:00 

五月山体育館   
 ※おむつ替えのみ利用可 

綾羽 2-7-1 754-3336 
月～土  9:00～22:00 

日・祝休日 9:00～19:00 

図書館 
呉服町 1-1 

サンシティ 3 階 
751-2508 

第 3 水・蔵書点検日を除く 

月～土  10:00～20:00 

日・祝休日 10:00～18:00 

池田泉州銀行  ※応接室を利用 

  （池田営業部） 城南 2-1-11 753-3737 
月～金 

9:00～15:00 
（石橋支店・池田東支店） 石橋 2-17-13 761-8281 

（池田駅前支店） 栄町 1-1 751-8521 

こいし・こども矯正歯科 
呉服町 1-1 

サンシティ 3 階 
734-7809 

水・祝休日を除く 

月～土  10:00～13:00  

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。 

 
施設によって利用時間・曜日が異なったり、臨時休館日や祝日、年末年始等
の休館もありますのでご注意ください。また、施設側の事情によりご利用で
きない場合もあります。 

赤ちゃんステーション 一覧 

おむつ替え・授乳が出来ます 
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地域子育て支援拠点 

★★ 各所とも利用料無料 ・ 祝休日、年末年始、警報発令時は休み ★★ 
 

以下は平常時の開設時間です。新型コロナウイルス感染症対応のため、人数・時間制限をおこなっ

ています。詳しくは、各拠点へお問い合わせください。 

 

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。 

「もりもり KIDS」 （ザ・ライオンズ池田 C 棟内） 

〒563-0025 城南 3-1-15 C-101  ℡）072-752-2211 

利用日時）月～土曜日 10:00～16:00（木曜日のみ 15 時まで） 

対象）  ０～3 歳の子どもと保護者 

   HP）    http://www２.chuoh-hoikuen.jp/~morimori/ 

「ホップくん」 （古江保育所） 

〒563-0015 古江町４番地   ℡）072-753-7999 

利用日時）月～金曜日 9:30～15:30（木曜日のみ 15 時まで） 

対象）  ０歳～就学前（概ね 3 歳）の子どもと保護者 

 

「わたぼうし」 （ツナガリエ石橋内） 
 

〒563-0032 石橋 1-23-6   ℡）072-761-6777 

利用日時）月～金曜日 10:00～16:00 （第１水曜日は休み）  

対象）  ０歳～就学前（概ね 3 歳）の子どもと保護者 
 

HP） https://www.city.ikeda.osaka.jp/ 

「くるぽん」 （池田市保健福祉総合センター内 ２F） 

〒563-0025 城南 3-1-40   ℡）072-754-6006 

利用日時）日～木曜日 10:00～16:00  

 対象）  ０歳～就学前（概ね 3 歳）の子どもと保護者 

   ブログ） http://kurupon-blogspot.jp/ 

 

「てしまの森」 （OPH 石橋テラス内） 

〒563-0036 豊島北 1-4-17   ℡）072-743-9014 

利用日時）第 1・3 水曜日、第 2・4・5 土曜日を除く  

月～土曜日 10:00～16:00（木曜日のみ 15 時まで） 

対象）  ０歳～就学前（概ね 3 歳）の子どもと保護者 

   HP）    https://peraichi.com/landing_pages/view/teshimanomori 

http://www
https://www.city.ikeda.osaka.jp/
http://kurupon-blogspot.jp/
https://peraichi.com/landing_pages/view/teshimanomori
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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： 双子または３つ子の保護者、妊婦さん 

★日時： 月 1 回 10:00～11:30 

★場所： 保健福祉総合センター２F 

★内容： 親子の遊び、親同士の交流と情報交換など 

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   

「フルーツバスケット」 外国の方の子育て支援 

★対象： 池田市在住の外国の方で就学前の子どもと保護者 

★日時： 第３金曜日 ①10:00～11:00 ②12:30～13:30 

★場所： 保健福祉総合センター２F 

★内容： 親子の遊び、親同士の交流と情報交換など 

参加しませんか？ 

 親支援プログラム 「完璧な親なんていない」 

★対象： １～５歳の子どもの母親（一時保育あり） 

★内容： 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について考える 

★開催数： １クール 8 回   
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●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 

●発達、障がいに関する相談 

            

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 

●育児に関する相談  

（地域子育て支援拠点）  わたぼうし 761-6777 もりもり KIDS 752-2211 

 ホップくん 753-7999 てしまの森  743-9014 

 くるぽん  754-6006  

（認定こども園） ひかりこども園  752-0414 

（子育て世代包括支援センター「にじいろ」） 健康増進課（保健福祉総合センター内）    754-6037 

●保育サービスに関する相談 幼児保育課    754-6208 

●就学前から学齢期における教育相談 教育センター   751-4971 

●ひとり親家庭の各種相談 子育て支援課   754-6525   

●子どもと家庭に関する各種相談 

 
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 

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： 0～18 歳未満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： 電話相談、面談 

★実施日時： 月～金曜日  8:45～17:15 

★連絡先：  072-754-6401 



 
 

令 和 ４ 年 ６ 月 発 行  

問合せ先： 池田市子ども・健康部 子育て支援課 

    TEL) ０７２－７５４－６２５２ 

●子育て支援情報はこちらから     

 

 「kodomoto   いけだ」 
                               

  

●池田市ＨＰ https://www.city.ikeda.osaka.jp/ 

 

池田市子育て応援ブック 

https://www.city.ikeda.osaka.jp/

