
日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5

・彼方保育園
・ほっとひろば
（絵本）
・すこやか

・大伴保育園
・大伴幼稚園
（あひるの親子）
・ほっとひろば
・錦郡幼稚園
（にこにこ広場）

・大伴幼稚園
（あひるクラス）
・ほっとひろば
・すこやか

・すこやか
・川西幼稚園
（２歳児さくらんぼ）
・彼方幼稚園
（２歳れもん組）
・錦郡幼稚園
（いちご組）

6 7 8 9 10 11 12
・大伴保育園 ・彼方保育園

・ほっとひろば
（赤ちゃんタイム）
・すこやか

・大伴保育園
・しろがね幼稚園
・ほっとひろば
・川西幼稚園
（２歳児さくらんぼ）
・錦郡幼稚園
（いちご組）
・保健センター

・彼方保育園
・大伴幼稚園
（あひるクラス）
・ほっとひろば
・すこやか

13 14 15 16 17 18 19
・大伴保育園 ・彼方保育園

・ほっとひろば
・すこやか
・保健センター

・大伴保育園
（誕生会）
・しろがね幼稚園
・ほっとひろば

・彼方保育園
・富田林桜げんき園
・ほっとひろば
・すこやか

・すこやか

20 21 22 23 24 25 26
・大伴保育園 ・彼方保育園

・ほっとひろば
・すこやか
・彼方幼稚園
（うさぎ組）

・彼方保育園
（誕生会）
・大伴幼稚園
（あひるクラス）
・ほっとひろば
・すこやか
・川西幼稚園
（ふらわぁ親子）

・すこやか
・川西幼稚園
（２歳児さくらんぼ）
・彼方幼稚園
（２歳れもん組）
・錦郡幼稚園
（いちご組）

27 28
・大伴保育園
・彼方幼稚園
(２歳れもん組）
・錦郡幼稚園
（いちご組）

0歳児

1歳児

2歳児

3歳児

各施設からのご案内

富田林桜げんき園・錦郡幼稚園

３月の紹介は

・こども未来室

・CSW

です。

☆おおきくなあれ☆
2月号 令和4年1月発行

富田林市では、子育てしやすいまちづくりをめざして、

いろいろな機関が手を繋ぎ活動しています。

☆おおきくなあれ☆は、富田林二中、三中校区（南東部ブロッ

ク）のなかで、どなたでも気軽に遊びに行ける場所を毎月のカ

レンダーにしてご紹介するおたよりです。子どもたちがすくす

くと大きく育つように願いをこめてお届けします。

R２．４．２以降生まれ

Ｈ３１．４．２～R２．４．１生まれ

Ｈ３０．４．２～H３１．４．１生まれ

＜お便りの見方＞それぞれの日程に開催している機関を掲載しています。また、裏面には各機関のお知らせ、行

事の詳細等を掲載しています。興味のある機関を探してくださいね。

錦郡幼稚園
錦郡幼稚園は大阪大谷大学の手前に

ある自然豊かな幼稚園です。園庭に

はビオトープがあり、メダカなどの

生き物がたくさんいて、18人の子ど

もたちが毎日元気にビオトープで

遊んでいます。

今年度は1学期に自分たちで育てた小

麦を刈り取り、10月に石臼で挽いて

小麦粉にしました。それを使って蒸

しパン作りを楽しみました。普段何

気なく食べている小麦粉がいろいろ

な食べ物になることを実体験で知っ

た子どもたちでした。そんな貴重な

体験ができる幼稚園に遊びに来てく

ださいね。

TEL ２４－３３０６

富田林桜げんき園
「ほめボード」とは？

８月のコラムでお伝えしてますように、

富田林桜げんき園では「ほめ育」を導入

しています。園の玄関ホールには、保護

者の方から子ども達に向けた「ほめメッ

セージ」が書かれた色とりどりのカード

が飾られています。それが「ほめボー

ド」です。毎月、季節の物を形どった画

用紙を一人一枚お配りして、保護者の方

がお子さまに向けて「こんな所がすごい

ね！」「おてつだいしてくれてありがと

う」「〇〇ちゃん大好き！」などのほめ

メッセージを書いて、園の玄関ホールに

掲示しています。子ども達も自分のメッ

セージを見つけると笑顔を見せたりと幸

せの輪が広がっています。言葉だけでは

なく、文字に書いて伝えてみるといつも

と違う表情がみれるかもしれませんね。

南東部ブロック団体名 所在地 連絡先

錦郡幼稚園 錦織南1丁目2番10号 Tel　２４－３３０６

大伴幼稚園 南大伴町1丁目2番5号 Tel　２４－３３０４

彼方幼稚園 大字彼方３２５番地の１ Tel 　3５－１１９１

川西幼稚園 新家1丁目3番2号 Tel　 ２４－３３０７

しろがね幼稚園 錦織東1丁目１８番13号 Tel 　２５－７６００

NPO法人ふらっとスペース金剛

（かがりの郷）ほっとひろば
南大伴町4丁目4番4号 Tel   ２９－５２２７

NPO法人ネットワークすこやか

（すこやか東条）すこやかひろば
竜泉５９４－２番地グリーン
ピア東条２F

Tel 　５６－５５４０

保健センター 向陽台1丁目3番35号 Tel　 ２８－５５２０

富田林市社会福祉協議会（CSW） 宮甲田町９番９号 Tel　２５－８２００

富田林桜げんき園 甲田１丁目１４番９号 Tel　６８-７０１８

こども未来室 常盤町１－１ Tel 　２５－１０００

大伴保育園 北大伴町2丁目12番4号 Tel 　２３－６５７９

南東部ブロック代表園

彼方保育園 彼方３７ Tel 　３３－３９４３

※おたよりに関するお問い合わせはこちらまでお願いします。



各機関からのお知らせ（２月）

富田林桜げんき園

富田林桜げんき園では、月に１回、あそび

の広場を行っています。

時間は午前１０時～１１時までとなってお

ります。毎月３組までの予約制です。

詳しくは、下記までお問合せください。

※月曜日～金曜日の１３時～１５時までの

間にお問い合わせください。

ＴＥＬ：６８－７０１8
※新型コロナウイルス感染症の状況により、

変更や中止になる場合があります。

こども未来室
★ファミリー・サポート・センター事業
子育てを「援助してほしい」「応援したい」という
人がそれぞれ会員となり、地域でお互いが援助しあ
えるよう支援する事業です♪

＊依頼会員(援助してほしい人)
生後2ヶ月から小学6年生までの子どもがいる人

＊援助会員(応援したい人)
心身ともに健康で子育てに理解のある人、自
宅で子どもを預かることができる人

＊両方会員
自分の急用時には子どもを預かってほしいけ
れど、時間がある時には子どもを預かること
ができるという人

☆会員になって地域とのつながりを広めましょう
（＾-＾）２５－１０００（内線２０５）

保健センター
・子育て相談会

2／15（火） 午後１時～３時４５分 （お１

人３０分間 予約制）母乳(卒乳)や離乳食に関す

ることなど子育てに関する相談を受け付けてい

ます。

・育児教室「すくすくクラス」

2／9(水)午後１時～午後２時３０分

対象者 1歳～1歳4か月未満の幼児と保護者

内容 幼児食講座、保育士の手遊び等 定員

１０組(１ / 6～申し込み受付 先着順)

※新型コロナウイルス感染症の状況により、

変更や中止になる場合があります

NPO法人ネットワークすこやか（すこやか東条）

すこやか

グリーンピア東条（老人憩いのいえ２階）にて

毎週火曜日・木曜日・金曜日（祝日は休み）

に開設しております。

時間は午前１０時～１２時

午後は１３時～１５時までとなっております。

スタッフ込みの１２人の予約制となっております。

お気軽にお問合せください♪

NPO法人ネットワークすこやか

すこやかひろば

☎０７２１－５６－５５４０

月～土（祝日は休み）

１０時～１５時の間にお問い合わせください♪

NPO法人ふらっとスペース金剛（かがりの郷）

ほっとひろば
親子で気軽に楽しくくつろげる場所です

仲間作りや相談などもできますよ

☆くつろぎタイム 火・水・木の10時～15時

ゆっくりお話ししましょう

☆絵本を楽しむ会 第1火曜日10時30分～

絵本の読み聞かせと手遊び等をしますよ

☆赤ちゃんタイム 第２火曜日13時～15時

0歳児を持つ親子が集まる時間です

※ふらっとスペース金剛のホームページから

各SNSへつながります。

詳しくはそちらをご覧いただくか、お電話

にてお問い合わせください

しろがね幼稚園

2月9日（水）園庭開放

午後2時～約1時間

2月16日（水）令和4年度

新入園保護者対象入園説明会

午後2時～

＊説明会・制服のお渡し

物品購入等
*新型コロナウィルス感染症の状況により、変

更や中止になる場合があります。

錦郡幼稚園
＊いちご組（2歳児親子分離広場）

４（金）９（水）２５（金）28（月）

9：30～11：30

Ｈ30.4.2～Ｈ31.4.1生まれ

＊にこにこ広場（0～2歳児親子広場）

２（水）鬼のお面作り、誕生会、発育測定

9:３０～11:00    

＜持ち物＞水筒、着替え

Ｈ.30.4.2～生まれ

※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点

から延期や中止になる場合もあります

錦郡幼稚園 ２４－３３０６

大伴幼稚園
あひるの親子(子育て支援広場)

2日(水)９時から１１時

鬼の面を作る予定です。節分の豆まきの準備を

しましょう。

あひるクラス(2歳児親子分離広場)

３日(木)１０日(木)２４日(木)９時から１３時

持ち物：お弁当、水筒、コップ、タオル、帽子、

上靴をお家にあるリュックサックに入れて来てく

ださい。

☆新型コロナウイルス感染拡大防止に

むけた国、府の動向から実施しない場合もありま

す。

事前にお問い合わせください。

彼方幼稚園

＊うさぎ組（0～2歳親子の広場）
2月２2日（水）9:30～11:00

内容：園児と遊ぼう、２月誕生会

発育測定など

持ち物：水筒、着替えなど

＊れもん組（2歳児親子分離広場）
Ｈ.30.4.2～Ｈ31.4.1生まれ

４日（金）２５日（金）2８日★（月）

時間：9:00～11:15★午後保育（13:00）

持ち物：水筒、コップ、タオル

帽子、リュックサック、着替え等

※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点

から延期や中止になる場合もあります。

彼方幼稚園 0721‐35‐1191

川西幼稚園

🍒さくらんぼ(２歳児親子分離広場)

4日、9日、25日

9：15～１１：15

💛ふらわぁ(親子広場)

24日(木) ９：３０～１１：００

表現あそび、誕生会(1～3月生)

＊新型コロナウイルスの状況で

延期･中止の場合があります。

詳しくはホームページをご覧下さい。

お問い合わせは 川西幼稚園まで

24-3307

大伴保育園
《遊びにおいでよ！とっぴー広場》

◎毎週月、水曜日９：３０～１０：３０

＊園庭のみの開放です

２日（水）、７日（月）、９日（水）、

１４日（月）、１６日（水）、２１日（月）

２８日（月）

★１６日（水）は誕生会です。

（身体計測も行います）

＊今年度のとっぴー広場は１日５組の予約制

です。お気軽にお問合せください。

TEL 23-6579

※新型コロナウイルス感染症の状況により、

変更や中止になる場合があります。

彼方保育園
「遊びにおいでよ！とっぴー広場」

園庭、室内で自由に遊ぶ事ができます。

★1、8、15、22日・・・火曜日

10、17、24日・・・木曜日

・15日（火）は身体計測をします。

・24日（木）…誕生会

とっぴー広場参加の方のみでお祝いします。

※今年度のとっぴー広場は１日１０組の予約制です。

詳しくは彼方保育園にお問い合わせください。

TEL 33-3943

※新型コロナウイルス感染症の状況により、

変更や中止になる場合があります。


