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  1月　金剛ブロック子育て支援事業予定表
ご家庭の近くに遊び場がたくさん！！　ぜひ参考にしてください。
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寒さが少しずつ厳しくなってきましたが、元気に過ごされていますか。

体調を崩しやすい季節ですので、規則正しい生活を心がけ、毎日元気に過ごせるようにしましょう。

明けましておめでとうございます。

昨年も、新型コロナウイルス感染拡大で先の見えない日々でしたが、一つの事柄に対して

職員で話し合いを重ね、頭を柔らかくし多方向から見つめ進めていく、良い機会にもなりました。

子ども達は、どの様な状況であっても常に明るく、前向きで制限された環境に柔軟に対応し

精一杯楽しみ笑顔で過ごしています。

今年も皆様にとりまして、健康で新しい発見に満ちた幸せな一年であります様にお祈り致します。

〈飼育情報〉

昨年の秋、いい声で鳴き,子ども達の人気を集めたすず虫が卵を産んだ様で,今年の秋を心

待ちにしている子ども達です。

【園庭開放】

毎月、第２木曜日に行っています。

時間 午前 ９：３０ ～ １１：００

園庭で遊びましょう ※雨天は中止

新型コロナウイルス感染拡大状況により、変更する場合があります。

住所 富田林市久野喜台２丁目１５－９

TEL ０７２１－２９－９２１１

葛城保育園



☆0 歳児  R2.4.2 以降生まれ 

☆１歳児  H31.4.2～R2.4.1 生まれ 

☆２歳児  H30.4.2～H31.4.1 生まれ 

☆３歳児  H29.4.2～H30.4.1 生まれ 

 

 

                  

 

１月の各施設の遊び場 
家庭的保育「Kotona」 ☎６９-７５０

７ 

すこやかひろば須賀 ☎５６－５５４０ 

 

第２幼児教育センター 

  

青葉丘幼稚園 ☎０７２－３６５－０４１５ 

伏山台幼稚園 ☎２８－４１０７ 

大阪芸術大学附属金剛幼稚園 

ともっち保育園 ☎２８－１５８４ 

寺池台子ども園 ☎６９－７７５２ 
宙保育園 ☎７０－７７８０ 

金剛保育園 ☎２９－１４７４ 

寺池台校区福祉委員会 伏山台校区福祉委員会 

高辺台校区福祉委員会 久野喜台校区福祉委員会 

保健センター ☎２８－５５２０ 

こども未来室 ☎２５－１０００ 

☎０７２－３６５－１５１１ 

 
☎２９－１４０２ 

※感染症予防対策の為、中止や変更になる場合があ

ります。各施設により対応が異なります。 

 詳しくは TonTon のＷｅｂサイトをご覧くいた

だくか、直接、各施設にお問い合わせください。 

ふらっとスペース金剛 ☎２９－５２２７ 

 

 葛城保育園 ☎２９－９２１１ 

   

・育児教室「すくすくクラス」 

２月９日（水）午後１時００分～２時３０分 

内容：離乳食完了と幼児食、歯の話、ふれあい遊び等 

対象者：1 歳～1 歳 4 か月未満の幼児と保護者 

定員：10 組【１月 6 日～受付 先着順】 

（新型コロナウイルスの感染状況で、変更あり） 

 

・「子育て相談会」 毎月第３火曜日午後  

 子育てのこと・発達全般に関する様々な相談  

 ☆予約制になります。お気軽にご利用ください。 

 

園庭開放に気軽に遊びに来てね！ 

毎月、第 3火曜日 

 ★1月１８日（火） 

 １０：００～１１：００ 

園庭や遊戯室で一緒に遊びましょう！ 

※事前にお電話でご予約してください。 

☆つどいの広場☆(園庭開放)10 時～１１時 

1 月 1２日 (水)・１９日 (水) 
・12 日はつどいの広場のお友だちで、 

１月生まれのお友だちのお祝いをします。 

（電話でご予約ください。先着 6 名） 
 

※コロナの状況に応じ、中止とする場合が 

あります。ご了承ください。 

※マスク着用・消毒・検温にご協力お願い 

します。 

 

 

【育児ヘルパー事業】 

妊娠中または出産後で、家事や育児が困難な

家庭に、育児ヘルパーを派遣します。 

●対象者:妊婦または出産後 8 か月以内の産

婦(多胎児の場合は 8 か月以内） 

●利用回数:20 回まで(多胎児の場合は、40

回まで）※１回 2 時間まで 

●利用料:１時間あたり 250 円(市民税非課

税世帯または生活保護世帯は 0 円) 

●利用可能日:月曜日～金曜日 

(祝日、年末年始を除く) 

●支援内容:食事の準備・片付け、居室の掃

除、洗濯、買い物、おむつ交換、

沐浴補助、兄姉の遊び相手など 

※ご利用には申請が必要です。 

詳しくは、お問い合わせください。 

社会福祉協議会 ☎２５－８２００ 

公的なサービスで対応できない生活援助など、ちょっとし

た困りごとをワンコイン（３０分/５００円）で気軽に

頼める「いっぷく（一福）システム事業」 

誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、協力

会員（ボランティア）がサポートしますので、まずは本会

へご連絡下さい。 

○利用対象者：産前産後の家庭、１２歳未満の子

どもがいるひとり親家庭】 

○援助内容：沐浴のお手伝い、見守り等の生活援助 

○登録に関する注意事項  

・１回１時間が限度となり、月曜日～金曜日の午前

９時～午後５時まで利用できます。 

・身体介護を伴う支援、自動車での移動支援、金銭の

入出金、広い剪定や毎日の援助は対象外です。 

ENGAWA（園庭開放） 

１月８日、２２日（土）10 時～11 時・11 時～12 時  

定員各１０名 入れ替え制                                                                                                          

らくらく子育て講座 

１月１１日（火）10 時半～12 時 

定員 6 名先着順  WEB 開催 

 

                                        

 

 今月お知らせする行事はありません。 

子育てサロン・さくらんぼの予定 

(毎月第２木曜日・午前中)は未定です。 

Facebook『寺池台校区福祉委員会』に 

て決まり次第お知らせいたします。 

現在お知らせする情報はありません。 

現在お知らせする情報はありません。 現在お知らせする情報はありません。 

遊びにおいでよ！とっぴー広場(園庭開放) 

毎週水、金曜日 ９時３０分～１０時３０分 

≪要予約、定員：１０組≫ 

５日(水)・７日(金)・１２日(水)・１４日（金） 

１９日(水)・２１日(金)・２６（水）・２８日(金) 

 

※２６日(水)はとっぴー広場のお友だちだけで誕生会

をします。 

☆新型コロナウイルス感染拡大予防の為、状況によっ

て中止になる場合があります。ご了承ください。 

☆おたよりに関するお問い合わせは保育園までお願

いします。 

◎くつろぎタイム(室内・庭開放)  
毎週月曜日～土曜日(祝日含む)10 時～１５時 

10 時～1２時（予約優先、当日枠あり） 

13 時～15 時（予約優先、定員まで利用可) 

※毎月第３火曜日(1 月１８日(火))はお休みです。 

◎赤ちゃんタイム 毎月第１・３月曜日に行っています。 

１月１７日(月)13 時～15 時(予約優先) 

◎絵本を楽しむ会 毎月第２月曜日に行っています。 

 １月１０日(月)10 時 30 分～ 

◎ふらっとマーケット（バザー） 

 １月８日（土）10 時 30 分～13 時 30 分 

 ◎WEB de おしゃべり会もやってます！ 

 

 

 

●たけのこ広場（０～２歳児） 

１月２６日（水）10：00～11:00 

 内容はお正月遊びと誕生会です。お楽しみに！ 

●2 歳児広場「みかん組」（親子分離） 

１月１２日（水） ９：00～11:00 

☆慣れるまでは親子登園でお願いしています。 

 ※事前に申し込みをしていただきますので 

詳しくは幼稚園までおたずねください。 

☆園庭開放は、毎週水曜日に行っています。 

＊緊急事態宣言中は、中止とさせていただきます。 

 

開室日時 毎週月曜日～金曜日 

9 時～１６時４５分（水曜日の午後・祝日を除く） 

●おひさま広場（2 歳児）満 2 歳になる月か

ら参加できます。 
時間 9：30～10：00【受付・自由遊び】 

  10：00～11：30【親子活動・全体の活動】 

11：30～12：00【自由遊び：保護者の責任のもと】 

 １月１７日（月）２０日（木）２７日（木） 

３１（月） 

●リトルきらきら（0～2 歳児） 

２５日（火） 
9：45～10：00 受付 

10：00～11：30 親子活動、全体の活動 

●子育て相談（要予約）１８日（火） 

●きらきら（１～２歳児） 

 １月１２日（水）9：30～11：00 

  9：30 受付 10：00 スタート 

  正月遊び、制作遊びなど 

●2 歳児広場「ひよこ組」（親子分離） 

 １月２６日（水）９：00～11：３0 

８：４５～受付（親子分離） 

園庭での遊びについてはお問い合わせ 

ください。 

すこやかひろば須賀は月曜日～土曜日（祝日は休館日） 

開設しております。 

午前の部１０時から１２時 

午後の部１３時から１５時 予約制・スタッフ込み１２人 

お気軽にお問合せください♪お待ちしております♪ 

南海高野線滝谷駅前・0721-56-5540（10 時～15 時） 

＜園庭開放＞ 

1 月１３日（木）９：３０~１１：００ 

     ★園庭で遊びましょう! 

※マスク着用・消毒・検温にご協力をお願いします 

※新型コロナウイルス感染症の状況により中止に 

 なる場合があります。ご了承下さい。 

   

とっとこ広場（園庭開放） 

第２火曜日：ホール、園庭で遊びます 

第４火曜日：在園児と一緒に誕生日会 

＜１月のとっとこ広場＞ 

１１日（火）、２５日（火） 

※園見学は、随時受付けています。（要連絡） 

 

 


