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◎園庭・室内開放
・ふらっとスペース金剛

・すこやかひろば須賀

・青葉丘幼稚園

・第２幼児教育センター

・伏山台幼稚園

・金剛保育園

◎園庭・室内開放
・ふらっとスペース金剛

・すこやかひろば須賀

・青葉丘幼稚園

・第２幼児教育センター

・葛城保育園

◎園庭・室内開放
・ふらっとスペース金剛

・すこやかひろば須賀

・青葉丘幼稚園

・第２幼児教育センター

◎講座等
・第2幼児教育センター
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・伏山台幼稚園

・寺池台こども園

・金剛保育園
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・ふらっとスペース金剛

・すこやかひろば須賀

・青葉丘幼稚園

・第２幼児教育センター

◎講座等
・第2幼児教育センター

◎園庭・室内開放
・すこやかひろば須賀

・青葉丘幼稚園

・第２幼児教育センター

・宙保育園

◎講座等
・保健センター

◎園庭・室内開放
・ふらっとスペース金剛

・すこやかひろば須賀

・青葉丘幼稚園

・第２幼児教育センター

◎園庭・室内開放
・ふらっとスペース金剛

・すこやかひろば須賀

・青葉丘幼稚園

・第２幼児教育センター

◎講座等
・第2幼児教育センター
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・ふらっとスペース金剛

・すこやかひろば須賀
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・第２幼児教育センター

・金剛保育園

◎園庭・室内開放
・ふらっとスペース金剛

・すこやかひろば須賀

・青葉丘幼稚園

・第２幼児教育センター

◎講座等

・第2幼児教育センター

◎園庭・室内開放
・ふらっとスペース金剛

・すこやかひろば須賀

・青葉丘幼稚園

・第２幼児教育センター

・ともっち保育園

◎園庭・室内開放
・ふらっとスペース金剛

・すこやかひろば須賀

・青葉丘幼稚園

・第２幼児教育センター

・伏山台幼稚園

・寺池台こども園

・金剛保育園

◎園庭・室内開放
・ふらっとスペース金剛

◎園庭・室内開放
・ふらっとスペース金剛
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・kotona

◎園庭・室内開放
・ふらっとスペース金剛

・すこやかひろば須賀

４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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４月号

Ｒ４．富田林市子育て支援ネットワーク金剛ブロック（金剛中学校区・葛城中学校区） 発行

今月も、4月の様々な機関の情報をお届けします。各施設で親子でゆっくり過ごせるよう遊びを用意して

います。いろいろな遊びの場で一緒に楽しい時間を過ごしましょう

もしかして、控えていませんか？

□かかりつけ医への相談 □乳幼児健診・予防接種

□生活習慣病の健診・受診 □がん検診

乳幼児の予防接種を遅らせると、免疫がつくのが遅れ、重い感染症になるリスクが高まります。また、大人

の生活習慣病やがんの早期発見には、定期的な健診と適切な受診が重要です。健康が気になる今だからこそ、

かかりつけ医に早めに相談し、健診は予定どおり受けましょう。

乳幼児健診は、医師、保健師、助産師等に相談できる機会です

子どもの健康状態を定期的に確認し、育児で分からないことや悩んでいることがあれば、遠慮なくご相談くだ

さい。

受診時の注意事項を守って、受診しましょう。

□受診の前に：体温を測定するなど、体調に問題がないことを確認してください。

□帰宅したら：手洗いなどの感染対策をしっかりしましょう。

※体調が悪いときは、かかりつけ医に相談しましょう。

 ●お問い合わせ・お申し込み 

富田林市立保健センター ☎ 0721－28－5520 

            （平日午前９時～午後５時３０分） 

「自覚症状が現れにくい」そんな病気は少なくありません。自分の体を知ることが健康維持の第一歩。

富田林市では、以下の健診を実施しています（無料）。詳しくは、４月広報に折り込み予定の令和4年度 保健

事業案内をご覧ください。

□20・30歳代の健診（満20.25.30.35～39歳の人が対象。ただし、S58.3.31以前に生まれた人は対象外）

□がん検診 【40歳以上】胃・肺・大腸・乳 【20歳以上】子宮

大人の生活習慣病も、がんも、定期的な健診が早期発見につながります

医療機関や健診会場では、換気や消毒で感染防止対策をしています



☆0 歳児  Ｒ3.4.2 以降生まれ 

☆１歳児  Ｒ2.4.2～Ｒ３.4.1 生まれ 

☆２歳児  H31.4.2～R2.4.1 生まれ 

☆３歳児  H30.4.2～H31.4.1 生まれ 

 

                  

４月の各施設の遊び場 
家庭的保育「Kotona」 ☎６９-７５０７ 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 

寺池台こども園 ☎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 

 

社会福祉協議会 ☎２５－８２００ 

 

★ファミリー・サポート・センター  
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…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…心身ともに健康で子育てに

理解のある人、自宅で子ど

もを預けることができる人  

＊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（＾-＾） 

 0721-25-1000（内線 205） 

 

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） 

４月９日・23 日（土） 

10 時～11 時・11 時～12 時 各定員１０名 入れ替え制                                                                                                           

 

らくらく子育て講座４月１２日（火） 

10 時半～1２時  WEB 開催 先着６名 

 

                                        

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） 

●たけのこ広場（０～２歳児の親子広場です） 

 5 月から開始しますので、お楽しみに！ 

●2 歳児広場「みかん組」（親子分離） 

 ※5 月以降の開始とさせていただきます。 

事前に申し込みをしていただきますので 

詳しくは HP または幼稚園へお尋ねください。 

●園庭開放は、毎週水曜日に行っています。 

＊コロナ禍を考慮し急遽中止とさせていただくこ

とがあります。HP でお知らせしますのでご覧

ください。 

 

 葛城保育園 ☎２９－９２１１ 

       ＜園庭開放＞ 

  ４月１４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。ご了承ください。 

   

☆つどいの広場☆(園庭開放)10 時～１１時 

４月２０日 (水)・２７日 (水) 
・27 日はつどいの広場のお友だちで、 

４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。 

 

◎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(４月１９日(火))はお休みです。 

◎赤ちゃんタイム 毎月第１・３月曜日 

４月４日(月)・１８日(月)13 時～15時(予約優先) 

◎絵本を楽しむ会 毎月第２月曜日 

 ４月１１日(月)10 時 30 分～ 

◎ふらっとマーケット（バザー） 

 ４月２日(土)10 時 30分～13時 30 分 

 

 

 

 

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 

＜４月＞ ２６日（火）誕生日会 

※１２日（火）は、予定ありません。 

※園見学は、随時受付けています。（要連絡） 

 

 

 

 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。 

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】 

 ４月１８日（月）２１日（木）２５日（月） 

２８日（木） 

 

●きらきら（１～２歳児） 

 ５月からスタートします。 

 お楽しみに！（日程については調整中で 

す。） 

●2 歳児広場「ひよこ組」（親子分離） 

 令和４年度のひよこ組については日程調

整中です。詳しくは幼稚園にお問い合わ

せください。決まり次第ホームページに

も掲載します。 

 

園庭での遊びについてはお問い合わせく

ださい。 

・育児教室「ぴよぴよクラス」 

5 月 18 日（水）午後１時 00 分～２時 00 分 予定 

内容：離乳食の進め方、ふれあい遊び、個別相談等 

対象者：4 か月児健診受診後～8 か月未満の乳児と保

護者 

定員：10 組【4 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。 

 

 

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≫ 

１３日(水)・１５日(金)・２０日(水)・２２日（金） 

２７日(水) 

※2７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。 

園庭開放に気軽に遊びに来てね！ 

毎月、第 3火曜日 

 ★４月１９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。 

 

 


