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子育てボランティア養成講座
2021

募集のご案内

vol.20

令和 3 年 5 月 28 日～７月 2 日
毎週金曜日 10：00～12：00

講座内容（場所）
① 募集人数

20 人

① 5/28

阿倍野の子育て支援に興味関心がある方

② 一時保育

(申込み要：先着 15 名）

里親さんのお話
（阿倍野市民学習センター）

5人

先着順（要申込み）

③ 参加費

公開講座

②6/4

子どもの病気
（阿倍野区役所）

1000 円

③6/11 子どもの事故防止と応急手当

資料代+保険代

（阿倍野区社会福祉協議会）

④ 応募方法

④6/18

氏名・年齢・TEL・応募動機を記入の上

子どもとのコミュニケーション
子どもと絵本

阿倍野区子ども・子育てプラザ

（阿倍野図書館）

阪南町 2-23-21 （TEL/FAX 6623-1775）
郵送・TEL・FAX で応募ください
※応募多数の場合は、抽選となり当選者のみご連絡します。

〒545-0021

⑤6/25

子どもの遊び
（阿倍野市民学習センター）

⑤ 申込締切

⑥7/2

令和 3 年 5 月 8 日（土）必着

交流会
（阿倍野区子ども・子育てプラザ）

※参加者の新型コロナウイルス感染が判明した場合は、
お伺いした個人情報を大阪府や大阪市保健所などに提出することがあります。
※新型コロナ感染症の拡大状況により急遽中止、変更になる
場合がありますので各問合せ先にご確認ください。
※3 月は全地区中止しています。
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(水)10:00～11:30
高松会館
（天王寺町北 2-24-4）

丸 山
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(金)10:00～12:00
丸山小学校
（ミーティングルーム）

(土)10:00～12:00
常盤文化会館
（阪南町 1-11-39）

長 池
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阿倍野
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(木)10:00～11:45
長池連合会館
（長池町 19-1）

(火)13:00～15:00
金塚ふれあい会館
（旭町 3-3-18）
(木)10:00～12:00
文の里会館
（昭和町 1-6-6）

(木)10:00～12:00
阿倍野連合会館
（阪南町 2-13-29）
(金)13:00～14:30
晴明丘会館
（北畠 1-18-4）
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阪南連合会館
（阪南町 5-12-24）

『親子のつどい』 は、子どもたちの遊びを中心に親も子も交流しな
がら、不安や悩みを解消し子育てを楽しむ場です。おしゃべりをし
ながら、みんなで育ち合い、支え合う地域での子育てに、気軽に
ご参加ください。
（対象：0 歳から就学前の子どもと保護者、妊婦の方）
●開催場所の使用状況により、日時・場所を変更する場合がありますので、
各地区の主任児童委員または阿倍野区保健福祉センター(生活支援)
（TEL：６６２２－９８７５）に確認の上、ご参加ください。

※新型コロナ感染症拡大防止のため、内容の変更または中止・延期となる場合があります。各問合せ先にご確認のうえ、ご利用ください。

●ままちっち
「子育て情報ままちっち」78 号公園特集、制作中！
4/15 発行予定です。お楽しみに♪

●阿倍野区子ども・子育てプラザ
住所：阪南町 2-23-21 TEL/FAX：6623-1775
現在、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、利用方法を変更
しています。
ご利用の際は TEL・窓口で予約が必要です。（児童は予約不要）
下の表に基づき、時間交代とさせていただきます。
週に 3 回まで利用可能。次週分までまとめて予約できます。
ゆうぎ室
10：00～11：30
平 日

土曜日

日曜日

親子ルーム
10：00～11：30

13：30～15：00
（児童）
15：20～16：50
10：00～11：30
(児童)
13：20～14：50
15：20～16：50
(児童)
10：00～11：30
13：20～14：50
15：20～16：50

13：30～15：00
10：00～11：30
13：30～15：00
10：00～11：30
13：30～15：00

休館日：月曜日（但し、7/21～8/31 は開館）
祝日(こどもの日、海の日、山の日は除く)
年末年始(12/29～1/3)
※参加費は無料ですが、利用登録が必要です。
時間割は変わる場合がありますので、お問合せください。
★0 歳児さん集まれ！ 育児の話と、個別相談の時間もあります
日時：4/21（水）10：30～11：30
場所：ゆうぎ室
対象：0 歳の乳児とその保護者
定員：7 組（先着順・要予約)
講師：区保健福祉センター 保健師
申込み：4/7(水)～4/20(火) プラザ窓口・TEL にて

ふらっとひろばままちっち
住所：阪南町 2-7-12 TEL： 050-3708-4807
開館時間：月～金曜日（祝日休館） 9：30～14： 30
codomoto ホームページ
（コロナ対策のため現在は以下のように変更しています）
①9：30～11：00 ②11：15～12：45 ③13：00～14：30
間に 15 分の消毒時間を設けるためその間の利用はできません。
消毒時間以外は出入り自由・予約不要で遊べます。 定員：各回 5 名
★絵本講座
絵本との関わり方や読みきかせの方法など、専門家に教えてもらおう
日時：3/26 (金) 11：00～12：00
定員：5 組
申込み：要メール
締切：3/21(日)
★ブックスタート
初めての方もぜひ！
ままちっちインスタグラム
日時：4/7・5/12 (水)13：30～14：00
定員：5 組
申込み：要 TEL
★おはなしポン！さんのおはなし会
日時：4/19(月) 11：00～11：30
定員：5 組
申込み：要メール
締切：4/11(日）
講座・イベントの申込み
件名に講座名、本文に保護者の氏名、TEL、子どもの年齢を明記して
メールで flat@mamachicchi.com まで。締切後に当落を返信予定
※こちらからの返信メールが「迷惑メールフォルダ」等に振り分けられる場合があります。
イベント 3 日前になっても返信がない場合はご連絡ください。
講座開催時間中は講座の参加者のみの利用となり、他の方の入館はできませんので
ご了承ください。
今後の予定などは感染症対策により中止または変更になる可能性があります。
ｃodomoto ホームページや、ままちっちインスタグラムなどでご確認ください。

★ままちっちひろば西田辺が 4/1(木) 新しくオープンします！
西田辺駅から歩いてすぐの古民家で、ほっこりくつろげる雰囲気のひろばです。
開館時間はふらっとひろばと同じです。ぜひ気軽に遊びに来てくださいね！
住所：昭和町 5-10-3

●阿さひ保育園地域子育て支援センター『ほっこり』
住所：旭町 3-1-6 阿さひ保育園 2 階ゆうぎ室
TEL：090-5675-3437（ほっこり直通）
※自転車置き場はありません、ご了承ください

★月曜日～金曜日 ・10：00～12：30 ・13：00～15：30
（終了 30 分前になったらお片付けタイム！）
発達年齢に応じたプログラムを提供しています。（生後 4 ヶ月～未就園児）
お子様の該当する曜日にお越しください。（2021 年 4 月からの年齢です）
月曜日：ねんねの赤ちゃん・生後 4 ヶ月～
火曜日：ずりばいの赤ちゃん
水曜日：ひとりで歩けるようになったら
木曜日：平成 31 年 4 月 2 日～令和 2 年 4 月 1 日生まれ
金曜日：平成 31 年 4 月 1 日生まれまで
※きょうだいでご利用される場合は、上のお子さんの曜日にお越し下さい。
その際、下のお子さんも生後 4 ヶ月以上とさせていただきます。
★「足形・身体測定」の日は、午前 11：30 まで、午後 2：30 までに
お越しください。 【予約は不要です】
★「ブックスタート」
日時：4/12（月） 【要予約】
時間：10：30～11：30
申込み：TEL 又は来園にて予約してください。
◆新型コロナウィルス感染症拡大防止対策の状況により
変更になる場合がありますのでご注意ください。
詳しくは、ほっこりだより又はホームページをご覧ください。
（http://www.kosodatesienhokkori.web.fc2.com）

●こもものひろば（特定非営利活動法人こももネット）
開館時間：月～金曜日
①9：30～10：40 ②10：50～12：00
③13：00～14：10 ④14：20～15：30
今後の予定については、中止または変更になる可能性があります。
詳しくは HP をご覧ください。
HP アドレス http：//komomonet.jimdo.com/

王子町 住所：王子町 4-1-73 TEL：6628-7411
★ミニミニお話会 3/24(水) 14：30～、4/9(金) 11：00～
4/23(金) 14：30～ (協力：もものこぶんこ)
★ブックスタート
3/25、4/22 (木)10：00～10：30 11：00～11：30（要予約）
★パンダの親子 4/14(水)、5/12(水) 10：50～12：00
★講座「話そう！おかたづけ」 4/19(月) 11：00～11：40 （要申込み）
★講座「親子英語講座」
5/17(月) 11：00～11：40 （要申込み）
阿倍野筋
住所：阿倍野筋 5-1-17 TEL：6657-6966
★ミニミニお話会 3/18(木) 11：00～、4/12(月)11：00～
4/19(月) 11：00～ (協力：もものこぶんこ)
★ブックスタート 4/9、5/14 (金)13：30～14：00、14：30～15：00（要予約）
★パンダの親子 3/23、4/27 (火) 10：50～12：00
★講座「話そう！おかたづけ」 4/23(金) 11：00～11：40 （要申込み）
★講座「親子英語講座」
5/17(月) 13：20～14：00 （要申込み）
★パパと遊ぼう Day
3/20、4/17(土) 10：00～12：00、13：00～15：00

毎日ではありませんが、各グループでいろいろな取組みが
あります。ご自分の都合が合う場所に出かけられてはいか
がですか？

●あべの外あそびを考える会

TEL：090-9096-4563

★よちよちプレパ ～草花あそび～
みんなで苗代田公園に春の草花を見つけにいこう♪
日時：4/20（火）10：00～11：30 雨天中止
場所：苗代田公園
（詳しい開催場所は Insutagram でご案内します）
対象：乳幼児とその保護者
申込み：不要 参加費：無料
持ち物：飲み物、タオル、帽子、レジャーシート、汚れてもよい服装
お昼過ぎても遊ぶお友達は、お弁当を持ってきてね♪

Instagram→＠yochiyochipark

●ふみの里ほっこり庵
問合せ：区社会福祉協議会 TEL：6628-1212
場所：文の里会館 (昭和町 1-6-6）
ほっこり庵は、どなたでもふらっと立ち寄れるコミュニケーションの場として
10：30～15：00 まで開いていますので、おしゃべりに来てください。

＜4 月の催し＞
情報交換をしたり、友達づくりしませんか？
2 部制で開催しています。
「ユリの花工作」
日時：4/1(木) ①10：30～11：30 ②13：30～14：30
参加費：100 円(飲み物・保険代含む） 定員：各 10 組
対象：どなたでもどうぞ。お茶のみの方も大歓迎です。

●あべのおもちゃ図書館てくてく
発達が気になるお子さまやその保護者の方向けの
取り組みもあります！

場所：区社会福祉協議会 あべのﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動センター
TEL：6628-3434

★ハンディを持つ子どもたちの「遊び場」です

●あべの不登校児・軽度発達障がい児支援グループ
“スペースゆう” TEL：090-6753-8013
★子どもの「居場所」・寺子屋・親のホッとひろば
・場所：阿倍野区社会福祉協議会 あべのボランティア活動センター
開催日：(水)15：00～17：00 3/17・24
4/7・14・21・28
・場所：育徳コミュニティセンター
阪南町 5-15-28
開催日：（金）15：00～17：00 3/19 4/9・16・23・30
＊ 3/25～4/6 は春休みです
※やむを得ず予定変更の場合がありますのでホームページ等で
ご確認をお願い致します。
・参加費：１日 100 円 対象：小学生・中学生・高校生
e-mail：freespace_u@yahoo.co.jp

★わくわく工房

原則第 3 水曜日 材料費：1 日 200 円(含参加費)
・3/24 絞り染めでマイバッグを作ろう！ (要予約)

★親のホッとひろば おしゃべり会
教育相談員・カウンセラー・臨床心理士などを囲んで、悩みや心の
モヤモヤをフリートークで和気あいあいとおしゃべりしています。
次回は 4/10(土)10：30～12：30（場所：阿倍野区社会福祉協議会）
※原則毎月第 2 土曜日の 10：30～12：30 に開催します。
（日時の変更などもございますので、詳しくは TEL・メールでお問合せください）

一緒に楽しく遊びましょう。
通常開館日：第 2・第 4 土曜日 3/27、4/10
参加費：無料
時間：13：00～16：00
※健常児の参加は、前日までに連絡ください。

●阿倍野図書館

住所：阿倍野筋 4-19-118

TEL：6656-1009

図書館は、通常通り開館しています。
ぴよぴよおたのしみ会などに参加の方は、事前に申込みが必要です。
TEL・来館・図書館ホームページの申込みフォームから受け付けています。

★ぴよぴよおたのしみ会

場所：図書館多目的室
絵本のよみきかせや手遊び、パネルシアターなど乳幼児向けのおたのしみ会です。
毎月第 2 火曜日開催。
日時：4/13（火）11：00～11：30
申込み：要 4/11(日)まで

★グループケロちゃんの春の人形劇
グルーブケロちゃんによる、たのしい人形劇です。来てねー。
日時：3/28(日)11：00～11：40
申込み：要 3/27(土)まで
HP→https：//www.oml.city.osaka.lg.jp（おすすめ絵本リストもあります）

●移動図書館まちかど号 巡回
絵本関係はここ♪

●もものこぶんこ
住所：阪南町 1-30-52

★子どもの本の小さなお部屋「もものこぶんこ」
絵本やよみものを揃えた小さな図書室です。
本が借りられます。是非お越しください。
対象：どなたでも 参加費：無料
HP→https：//momobun.kiwamari.org/
開館時間：土曜日 15：00～17：00 火曜日 16：00～18：00

★ふらっとひろば ままちっち 「おはなし会」
場所：ふらっとひろば ままちっち 阪南町 2-7-12
日時：4/17(土)11：00〜 ミニミニ絵本展は 12：00 まで
申込み：不要 参加費：無料 対象：どなたでも
★こもものひろば「ミニミニお話し会」
①場所：こもものひろば 王子町(王子町 4-1-73)
日時：3/24(水)14：30〜 4/9(金)11：00〜 4/23(金)14：30〜
②場所：こもものひろば阿倍野筋(阿倍野筋 5-1-17)
日時：3/18(木)11：00〜 4/12(月)11：00〜 4/19(月)11：00〜
対象：乳幼児向

3/27(土)10：05～10：45 ・ 4/24（土）10：05～11：00
※4 月から巡回時間を変更します。
高松公園（天王寺町北 3-17）
4/9(金)10：50～11：50 桃ヶ池公園北側 (桃ヶ池町 1-3）
4/9(金)13：50～14：50 阪南小学校北門 （阪南町 5-7）
4/20(火)10：00～10：40 三明町公園 （三明町 2-9）
まちかど号には、あかちゃんから楽しめるえほん、こども向けのよみもの、料理や手芸の
本、小説、大きな活字の本などをつんでいます。どなたでも簡単な手続きで借りてい
ただけます。お気軽にお立ち寄りください。
※詳細は市立中央図書館自動車文庫（TEL：6539-3305）

●喜久屋書店阿倍野店 子ども館
住所：阿倍野筋 1-5-1 ルシアスビル西棟２F TEL：6634-8139
★子ども館ギャラリー
【パネル展開催】
開催中 ～3/28（日）まで
はらぺこめがねさん 1/14 発売の新刊 『かける』 （佼成出版社）
【原画展開催】
3/30（火）～4/20（火）
おくはらゆめさん 『うさぎになったゆめがみたいの』 （BL 出版）
※おはなし会・おさんぽサロンの再開は、現在未定です。
随時お知らせ致します。

※新型コロナ感染症の拡大状況により、内容の変更または中止・延期となる場合があります。
各問合せ先にご確認のうえ、ご利用ください。

●絵本のお部屋こひつじルーム＠大阪キリスト教短期大学
住所：丸山通 1-3-61 TEL：6652-2091
★緊急事態宣言延長のため 3 月のこひつじルームを休室とさせていただきます。
★親子ふれあい遊びと絵本の展示と読み聞かせ
日時：4/21（水）①10：30～11：30 ②13：30～14：30
申込み：要予約 kyodo-center@occ.ac.jp にメールで以下の情報を
送って仮予約してください。
希望の時間帯、保護者とお子さんの氏名（ふりがな）、
お子さんの月齢または年齢、連絡のつく TEL。
予定変更の場合 HP でお知らせします。
Http：//www.occ.ac.jp/general/childraising/kohitsuji/

区役所では子どもの成長や発達の不安について
相談をお受けしています！
阿倍野区役所 保健福祉課（子育て支援）
3 階 31 番窓口 TEL：6622-9980
阿倍野区役所の

お友達になりませんか？

ミニニュースの紹介もしています。

●阿倍野区役所
※新型コロナ感染症の拡大状況により、
急遽中止になる場合があります。
阿倍野区 HP をご確認の上、ご参加ください。
★ハローベビー（妊婦）教室
場所：区役所 1 階 第 4 会議室
日時：①4/2 ②4/9 ③5/21 (金)13：30～15：30
申込み：要（①②は妊婦 10 名・パートナー5 名、
③は妊婦 15 名・パートナー5 名まで） 参加費：無料

★にこにこ赤ちゃん広場
場所：区役所 3 階 多目的スペース
日時：4/9(金) ①9：30～10：30 ②10：45～11：45
対象：生後 3 カ月～9 カ月の赤ちゃんとその保護者各回 10 組
申込み：要
参加費：無料
持ち物：母子健康手帳

★あべぴよらんど

愛犬家の皆様へ

場所：区役所 3 階 多目的スペース
日時：4/9(金) 14：00～15：30
対象：生後 1～2 カ月の赤ちゃんとその保護者 10 組
申込み：要
参加費：無料
持ち物：母子健康手帳

★助産師による母乳育児相談
犬の登録は生涯１回、狂犬病予防注射は毎年１回、必ず受けなければ
なりません。
愛犬家の皆様、「集合注射会場」または「動物病院」で狂犬病予防注射
を受けさせてください。阿倍野区では下記会場で集合注射を行っています。
日 程
４月１４日（水）
４月１６日（金）
４月１８日（日）

会 場
阿部野神社（北畠 3-7-20）
阿倍王子神社（阿倍野元町 9-4）
阿倍野区役所（文の里 1-1-40）

・時間 13：30～16：00
・費用 新規：6，300 円（登録、鑑札交付、注射及び注射済票交付手数料）
継続：3，300 円（注射及び注射済票交付手数料）
なお動物病院のうち、「大阪市委託動物病院」（阿倍野区には7か所あります）で
注射を受けた場合、同時に鑑札（新規登録の場合）、注射済票の交付を受けること
ができます。

新型コロナウイルス感染症対策に関するお願い
・できるだけ少人数でご来場いただき、マスクの着用を含む咳エチケットに
ご協力ください。
・なお新型コロナウイルス感染症の発生状況によっては、狂犬病予防集
合注射を中止させていただく場合があります。
※狂犬病とは
一旦発症すると、ほぼ死に至る恐ろしい病気です。日本でもかつては流行していまし
たが、60 年間以上発症はありません。しかしながら海外では毎年約 6 万人もの人が
狂犬病で死亡しています。仮に海外から狂犬病が侵入しても、多くの犬が予防注射
を受けていれば、流行を未然に防ぐことができます。

場所：区役所 2 階大会議室
日時：4/8（木）13：00 ・13：20 ・16：00 (1 組 20 分）
対象：母乳育児でお悩みのお母さん
申込み：要
参加費：無料
持ち物：母子健康手帳、授乳物品
※上記（妊婦教室・赤ちゃん広場・あべぴよらんど・母乳育児相談）の問合せ先

【問合せ】阿倍野区保健福祉センター 1F3 番（保健活動）
TEL：6622-9968
★BCG 予防接種
場所：区役所 2 階 大会議室
日時：4/5(月)13：30～14：30

★離乳食講習会
場所：区役所 1 階 第 4 会議室
日時：4/2(金) 10：00～11：30
申込み：要 TEL 予約 (先着 10 組) 参加費：無料
持ち物：3 カ月児健診時配布の冊子『にこにこ～赤ちゃんのために～』

★麻しん・風しん混合(MR)ワクチンの予防接種を受けましょう！
対象者：Ⅰ期生後 1 歳～2 歳になる前日まで
Ⅱ期平成 26 年 4/2～平成 27 年 4/1 生まれの方
（接種対象期間は、令和 3 年 3 月 31 日までです!)
※Ⅰ期・Ⅱ期の期間以外は 1 万円程度の自己負担となります！
※上記（BCG・離乳食講習会・MR ワクチン）の問合せ先

【問合せ】阿倍野区保健福祉センター（地域保健） 1階5番 ☎ 6622-9973

【問合せ】阿倍野区保健福祉センター 1F4 番（地域保健）
TEL：6622-9882

ベビー服・子供服の無料展示提供

codomoto・小児救急支援アプリ・イベントカレンダー

※3 月の開催は中止です。
令和 3 年度の開催については、現在検討中です。
もうしばらくお待ちください…。
【問合せ】南部環境事業センター（普及啓発担当）TEL：6661-5450

子どもに関するいろいろな事の情報が一杯つまっています！

