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子育て応援コーナー
▶︎ところ　市立保健センター   ▶︎受付時間　午後1時〜 1時30分
健診日の約3週間前に問診票を送付します。健診当日にお持ちくだ
さい。※感染症（はしか・水痘・手足口病・とびひなど）の疑いがあ
る乳幼児は日程変更の連絡をお願いします。▶︎問合せ　地域保健課

乳幼児健康診査

予防接種
▶︎ところ　市立保健センター　
▶︎時間　午後2時〜 3時
予防接種を受けるときは「予防接種の手引き」をよく読み、必
ず「母子健康手帳」と「子ども医療証」など住所が確認できるも
のをお持ちください。
▶︎問合せ　地域保健課

5月 6月 対象

BCG 17日㈭
31日㈭

7日㈭
21日㈭

生後3月〜生後1歳に至
るまでの間の者

種類 とき 対象

4か月児
健康診査

5月7日㈪ 平成30年1月1日〜 15日生
5月21日㈪ 平成30年1月16日〜 31日生
6月11･25日㈪ 平成30年2月生

1歳7か月児
健康診査

5月8日㈫ 平成28年10月1日〜 15日生
5月15日㈫ 平成28年10月16日〜 31日生
6月5日･19日㈫ 平成28年11月生

2歳児
歯科健康診査

5月10日㈭ 平成28年5月生
6月14日㈭ 平成28年6月生

2歳6か月児
歯科健康診査

5月24日㈭ 平成27年11月生
6月28日㈭ 平成27年12月生

3歳6か月児
健康診査

5月11日㈮ 平成26年11月1日〜 15日生
5月18日㈮ 平成26年11月16日〜 30日生
6月1日･15日㈮ 平成26年12月生

マタニティスクール
　妊娠中の過ごし方の話・沐浴実習・妊婦同士の交流など
▶とき　6月13日･27日･7月11日㈬　午後1時10分〜 4時
▶とき　市立保健センター　
▶対象　妊婦、先着20人　
▶申込み　電話で地域保健課へ。

子ども未来室（家庭支援係）　☎337−3118
地域保健課　☎337−3125　☎337−3126

　母子家庭の母、父子家庭の父および寡婦の人を対象
に下記講座を開催します。
【申】希望講座名、住所、氏名、年齢、職業、電話番号（自
宅･携帯）、受講動機、保育の有無（対象は2歳〜就学前）

を記入の上、往復はがきで 〒540−0012　大阪市中央
区谷町5−4−13　大阪府谷町福祉センター内 大阪府母
子家庭等就業・自立支援センターへ。【問】大阪府母子家
庭等就業・自立支援センター（☎06−6762−9498）

　　　就業支援講習会受講生募集　受講料無料

講座 とき 申込期間 ところ 教材費 定員

登録販売者 6月9日㈯〜
8月25日㈯ 全11回 午前10時〜午後4時 4月9日㈪〜

5月9日㈬ 谷町福祉センター 6,000円

20人

介護職員
初任者研修

7月28日㈯〜
11月24日㈯ 全16回 午前9時〜午後5時 5月28日㈪〜

6月28日㈭
未来ケアカレッジ

京橋校 1万円

パソコン初級
（ワード）

8月18日㈯〜
9月29日㈯ 全7回

午前10時〜午後4時

6月18日㈪〜
7月18日㈬

セントピア御堂筋
本町ビル

5,000円
日商簿記3級 9月1日㈯〜

11月10日㈯ 全10回 7月1日㈰〜
8月1日㈬ 谷町福祉センター

介護職員
初任者研修

9月2日㈰〜
12月16日㈰ 全16回 午前9時〜午後5時 7月2日㈭〜

8月2日㈭
東大阪市男女共同参画
センター・イコーラム 1万円

パソコン初級
（エクセル）

10月14日㈰〜
12月9日㈰ 全8回

午前10時〜午後4時

８月14日㈫〜
9月14日㈮

高槻市立総合市民
交流センター 7,000円

25人
介護福祉士
試験対策

11月17日㈯〜
12月22日㈯ 全6回 9月17日㈪〜

10月17日㈬

谷町福祉センター

5,000円
パソコン初級
（エクセル）

平成31年
1月19日㈯〜

3月2日㈯
全7回

11月19日㈪〜
12月19日㈬

20人

医師事務作業
補助者

平成31年
1月19日㈯〜

3月9日㈯
全8回 午前9時30分〜

午後3時30分 8,000円 25人

ひとり親家庭等のための
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5月　子育て応援コーナー

月 火 水 木 金
5／1 2 3 4

園庭
開放

四つ葉幼稚園、清水保育園、うえだおおぞら保育園

7 8 9 10 11

教室
・
講座

〈わくわく〉
　赤ちゃんの会（離乳食の会）
〈清水保育園〉
　カフェいこいの空間（連続6回）
〈NIKOひろば〉
　丹南ニコひろば（丹南町会総合会館）

〈あいあい〉
　赤ちゃんの会（ベビーマッサージ）
〈わくわく〉
　わくわくひろば（支援室開放日）
〈まつばら駅前おおぞら保育園〉
　子育て講習会2回連続講座
　「SAZAEさんといっしょ」

〈第4保育所〉※予約はのびのび
　おでかけおしゃべりサロン
〈あいあい〉
　あおぞら保育（立部公園） ※雨天中止

〈あいあい〉
　赤ちゃんの会（離乳食の会）
〈わくわく〉
　あおぞら保育（一津屋東公園）※雨天中止
〈清水保育園〉
　児童精神科医による育児の話
〈清水保育園〉
　ともだちひろば in 岡（岡公民館）

〈キラキラ〉
　赤ちゃんの会（ベビーマッサージ）
〈キラキラ〉
　3歳さん集まれ－！1回目（連続4回）

園庭
開放

四つ葉幼稚園、新堂保育園岡町学園、清水保育園、
阿保くすの木保育園、

第3保育所、まつばら駅前おおぞら保育園
青い鳥学園、松原ひかり幼稚園

第2保育所、天美保育園 第4保育所、第7保育所

14 15 16 17 18

教室
・
講座

〈あいあい〉　1歳さん集まれ－！
〈わくわく〉
　わくわく赤ちゃんひろば（支援室開放日）
〈のびのび〉
　あおぞら保育（北新町大池公園）※雨天中止
〈NIKOひろば〉　親子でバレエストレッチ
〈清水保育園〉　カフェいこいの空間（連続6回）
〈NIKOひろば〉
　丹南ニコひろば（丹南町会総合会館）

〈わくわく〉
　わくわくひろば（支援室開放日）
〈まつばら駅前おおぞら保育園〉
　親子教室

〈あいあい〉
　0歳さん集まれ－！
〈のびのび〉
　1歳さん集まれ－！

〈キラキラ〉
　赤ちゃんの会（離乳食の会）
〈清水保育園〉
　ともだちひろば in 岡（岡公民館）
　ごまトースト作り

〈キラキラ〉
　子育て講座
　「親子でほっこりふれあい遊びや子育て
　 トークを楽しもう!」

園庭
開放

四つ葉幼稚園、清水保育園、松原カリーノ保育園
うえだおおぞら保育園、美和幼稚園

まつばら駅前おおぞら保育園、ことり保育園
松原ひかり幼稚園

松原保育園 天美北保育園、宮前つばさ幼稚園

21 22 23 24 25

教室
・
講座

〈わくわく〉　赤ちゃんの会（ベビーマッサージ）
〈あいあい〉　2歳さん集まれ－！
〈キラキラひろば〉　子育て講座「ベビーダンス」
〈わくわく〉
　わくわく赤ちゃんひろば（支援室開放日）
〈清水保育園〉　カフェいこいの空間（連続6回）
〈NIKOひろば〉
　丹南ニコひろば（丹南町会総合会館）

〈キラキラ〉
　1歳さん集まれ－！
〈わくわく〉
　わくわくひろば（支援室開放日）
〈清水保育園〉
　親子茶道教室
〈まつばら駅前おおぞら保育園〉
　親子教室

〈のびのび〉
　赤ちゃんの会（離乳食の会）
〈わいわい〉
　子育て講座「ベビーマッサージ」
〈NIKOひろば〉
　お誕生日会

〈わくわく〉
　2歳さん集まれ－！
〈清水保育園〉
　カフェいこいの空間（連続6回）
〈清水保育園〉
　ともだちひろば in 岡（岡公民館）

〈あいあい〉
　赤ちゃんの会（ベビーマッサージ）
〈城連寺コミュニティセンター〉※予約はのびのび
　おでかけおしゃべりサロン
〈あいあい〉
　あおぞら保育（立部公園）※雨天中止

園庭
開放

木の実幼稚園 第4保育所、四つ葉幼稚園
清水保育園、阿保くすの木保育園

第3保育所、松原西幼稚園
まつばら駅前おおぞら保育園
松原ひかり幼稚園（次回は26日㈯）

第2保育所、三宅幼稚園、まつかぜ幼稚園
ピヨピヨ保育園

第4保育所、第7保育所

28 29 30 31 6／1

教室
・
講座

〈キラキラ〉　3歳さん集まれ－！2回目（連続4回）
〈わくわく〉　0歳さん集まれ－！
〈なごみのひろば〉
　子育て講座「フェルトで名札作り」
〈のびのび〉　
　あおぞら保育（北新町大池公園）※雨天中止
〈清水保育園〉　カフェいこいの空間（連続6回）
〈NIKOひろば〉
　丹南ニコひろば（丹南町会総合会館）

〈キラキラ〉
　2歳さん集まれ－！
〈わくわく〉
　わくわくひろば（支援室開放日）
〈まつばら駅前おおぞら保育園〉
　親子教室

〈第4保育所〉※予約はのびのび
　おでかけおしゃべりサロン

〈まつばらテラス（輝）〉※予約はキラキラひろば
　　お料理教室「チキン南蛮」
〈清水保育園〉
　カフェいこいの空間（連続6回）

〈のびのび〉
　おしゃべりサロン
〈あいあい〉
　あおぞら保育（立部公園）※雨天中止
　

園庭
開放

四つ葉幼稚園、清水保育園、アミリア保育園 まつばら駅前おおぞら保育園 松原幼稚園

４ 5 6 7 8
〈NIKOひろば〉
　丹南ニコひろば（丹南町会総合会館）

〈なごみのひろば〉
　子育て講座「おにぎり先生とあそぼう」

子育て関連の情報盛りだくさん！
広報紙に載せきれない情報は「まつばら子
育てネット」に掲載しています。ぜひご覧
ください。

★印のある講座は
　3ポイント
その他の講座は
　1ポイント

▶予約　講座名が太字のものにつ
いては、予約が必要です。
　また、時間・対象など詳細は子
育てネットをご覧いただくか、各
支援センターなどへお問い合わせ
ください。

問合せ　子ども未来室（☎337－3118）　子育て支援センターのびのび（☎　333－6977、 あり）　子育て支援セン
ターわくわく（☎　 335－6119、  なし）  子育て支援センターあいあい（☎　332－8760、 なし）　キラキラひろば（☎
　 330－0301、  なし）　清水保育園（☎335－1050、　330－1152、http://www.simizu.or.jp/、 なし)　まつ
ばら駅前おおぞら保育園（☎338－0288、　 330－6039、http://www.shoutokukai.net/、 なし)　NIKO（ニコ）
ひろば（☎　 330－2511、　 なし）　松原図書館（☎334－8060）　

図書館からのお知らせ

親子で楽しむおはなし会　あかちゃんタイム
　絵本とわらべうたで遊んで、笑顔いっぱいになり
ませんか。
▶とき　5月10日･6月14日㈭　
午前10時30分～、10時50分～、11時10分～
（受付　午前10時～11時）  
▶定員　各回12組
えほんのゆりかご
　あかちゃんと絵本を楽しむために、おすすめの絵
本の紹介や楽しみ方など、絵本ボランティアがサ
ポートします。
▶とき　毎週火曜日　午前10時～11時30分　
申し込み不要
上記２つとも　
▶ところ　松原図書館　▶対象　0～3歳の子ども
とその保護者　▶問合せ　松原図書館
あかちゃんからのおはなし会　
三宅図書館　5月11日･6月1日㈮　午前11時～
情報ライブラリー　5月22日㈫　午前10時30分～
天美西図書館　6月7日㈭　午前10時30分～
▶問合せ　各図書館
※上記の他にも図書館ではさまざまな行事を行っ
ています。
詳細は30･31ページをご覧ください。


