
未就学児と保護者のための
子育て応援情報

対象　①前期＝妊娠5～7カ月ごろ
　　　②後期＝妊娠8・9カ月ごろ
日時　①6/21㈫②6/17㈮　13:30～15:00
場所　①ウェブ②子ども保健センター　　料金　無料
問合　℡648-3272
申込　6/1㈬～5㈰に HP で

妊娠・出産・子育てについてお話しま
す。認可保育施設などの利用説明あり

ID 003437 抽選各10組

対象　1人歩きが安定したころ～就学前と保護者
日時　6/15㈬　11:15～12:00
場所　津之江さくら子育て支援センター
料金　無料
問合　℡668-1211
申込　6/3㈮から 窓 で

ID 054032 申込順7組
子育て講座
運動あそび
40㎝程の台から1人で飛ぶことができる
お友達向けプログラムです

長年、子どもの食物アレルギーの治療を
行う医師・西野昌光さんによる講座です

対象　令和3年10/1～4年5/1生まれと保護者
日時　6/20㈪　10:30～11:15
場所　ファミリーポートたかつき（藤の里町）
料金　無料
問合　℡669-9300
申込　6/6㈪から 窓 で

親子のスキンシップで子どもに安心感が
生まれます

ID 040403 申込順5組
ベビーマッサージを
たのしもう

ママパパ教室
前期・後期コース

対象　8～11カ月と保護者
日時　6/16㈭　14:00～15:00
場所　子ども保健センター
料金　無料
問合　℡648-3272
申込　6/3㈮から HP で

栄養士が離乳食から幼児食への進め方を
教えます

ぱくぱく教室
ID 029547 申込順18組

基本事項（ F は 郵 メ 往）
①催し名（コース・希望日）
②〒・住所　　③氏名（ふりがな）
④子どもの名前（ふりがな）・生年月日
⑤電話番号
※ はがきなど郵送の場合、特に記載のないものは

〒569-8501（住所記載不要）へ
※申込手段の略は本誌31ページ参照
※ 掲載している内容は新型コロナウイルス感染症

の影響により変更になる場合があります

当日直接

料金　無料
芥川　　℡683-1423　17㈮11:00～
真上　　℡683-2509　2㈭・13㈪・16㈭・27㈪11:00～
富田　　℡693-1671　7㈫10:30～
南大冠　℡673-1477　21㈫10:00～
三箇牧　℡677-0965　27㈪10:00～
北清水　℡687-3190　24㈮10:00～
今城塚　℡683-3331　7㈫10:45～、16㈭11:40～
五領　　℡669-6169　1㈬・15㈬10:30～
磐手　　℡685-2110　6㈪・13㈪・27㈪10:45～
日吉台　℡688-6636　15㈬11:40～
城内　　℡671-4644　23㈭11:00～

公民館のおはなし会
6月の予定
　各館の読み聞かせボランティアによる季節の
絵本の読み聞かせ。絵本の貸し出しも。

ID 055737 申込順10組

対象　未就学児と保護者
日時　6/9㈭　10:45～11:45
場所　どうぞのおいす（清福寺町）
料金　無料
問合　℡685-2224
申込　6/3㈮から 窓 で

幼児の食物アレルギーの
おはなし

ID 055876 当日先着20人

ID 037430 抽選各5組

ID 037419 抽選各10組

ID 058502 申込順10組

対象　未就学児と保護者
日時　6/22㈬　11:00～11:30
場所　あくあぴあ芥川
料金　無料
問合　℡692-5041

対象　 芥川より西に住む令和3年
4/2～4年2/1生まれと保
護者

日時　6/24～7/22、7/12～8/2、7/14～8/4
　　　10:00～11:00（各全4回）
場所　富田子育て支援センター　　料金　無料
問合　℡694-9177
申込　6/10㈮までに HP で（ は6/1㈬から）

対象　5カ月～2歳と保護者
日時　7/8㈮　10:00～、11:00～（各40分）
場所　富田ふれあい文化センター
料金　無料
問合　富田子育て支援センター／℡694-9177
申込　6/10㈮までに HP で（ は6/1㈬から）

おはなし会の後、おはなしに登場した生
きものを見たり触れたりします

親子の交流、触れ合い遊びなどを楽しもう

親子で身体を動かし、つながり遊びを楽
しみましょう

あくあぴあのおはなし会

親子教室　ひよこクラブ

親子で触れ合う　
つながり遊び

対象　0歳～1歳6カ月と保護者
日時　6/24㈮　10:10～11:50
場所　ハイネ（大塚町5）
料金　無料
問合　℡661-5234
申込　6/3㈮～23㈭に 窓 で

対象　 芥川より西に住む平成31
年4/2～令和2年4/1生まれと保護者

日時　7/6～8/31　10:00～11:30（全5回）
場所　阿武山たつの子子育て支援センター
料金　1,100円
問合　℡692-0313
申込　6/3㈮から HP で

対象　 芥川より東に住む平成31
年4/2～令和2年4/1生ま
れと保護者

日時　6/27～7/25、6/28～7/26
　　　9:30～11:00（各全5回）
場所　聖ヶ丘子育て支援センター　　料金　無料
問合　℡689-8721、〒569-1025芝谷町19-7
申込　 6/11㈯までに 往 で（基本事項と子どもの性別記入）

季節の背景や衣装で記念写真を撮ります

親子でいろいろな遊びを体験しながら、
お友達作りをしましょう

親子の触れ合い遊びを楽しみましょう

ID 046641 申込順20組

ID 055799 抽選各10組

七夕おねんねアートを
撮りましょう

あそびの広場（親子教室）

親子教室（ライオンクラブ）

対象　2歳～就学前と保護者
日時　7/4㈪　10:00～12:00
場所　くすのき（梶原2）
料金　300円
問合　℡601-1460
申込　6/20㈪～27㈪に 窓 で

ダイナミックに全身を使った絵の具遊び
を楽しみましょう

ID 058830 抽選10組
ボディペインティング
ぐちゃぐちゃあそび

対象　4～10カ月と保護者
日時　7/4㈪　10:30～11:30
場所　春日青少年交流センター
料金　無料
問合　春日子育て支援センター／℡673-5211
申込　6/3㈮から 窓 で

0歳時期に大切な親子の関わりをベビー
マッサージを通じて学びましょう

赤ちゃんと絆作り
ベビーマッサージ

ID 037431 申込順10組ID 058086 抽選15組

ID 003438 抽選各12組

ID 037439 申込順各3組

対象　令和3年6/24～10/26生まれと保護者
日時　6/22㈬　13:30～14:30
場所　クロスパル高槻　　料金　無料
問合　青少年センター
　　　℡685-3724（クロスパル高槻内）
申込　6/3㈮～9㈭に HP 窓 で

対象　妊娠5カ月以降の妊婦の夫
　　　※妊婦同伴可
日時　6/25㈯　9:30～、10:00～（各90分）
場所　子ども保健センター
料金　無料
問合　℡648-3272
申込　6/1㈬～5㈰に HP で

対象　 芥川より東に住む①令和3年4/2～4年3/1②2年
4/2～3年4/1生まれと保護者

日時　①7/7～8/4②7/1～29
　　　9:30～、10:45～（各60分、各全5回）
場所　春日子育て支援センター　　料金　無料
問合　℡673-5211　　申込　6/3㈮から 窓 で

赤ちゃんと触れ合うベビーケアママヨガ
を体験します

先輩パパの話を聞いたり、育児実習など
を行ったりします

親子で交流しながら、触れ合い遊びやお
話、工作などを楽しみましょう

べびぃぷらざ　ベビーケア
ママヨガを体験しよう

プレパパ教室

親子教室
親子で楽しく遊びましょう
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　市ホームページ「WAI WAIカフェ」で
は、親子で参加できるイベントや子育て
相談窓口の情報を掲載して
います（右QRコード）。



場所・問合　カンガルーの森（子育て総合支援センター）／℡686-3030
申込　6/1㈬～5㈰に HP で（★は6/6㈪から 窓 で）　　☆は保育あり
親子講座
ID 042761
子どものくつ選びのコツ 未就学児と保護者 6/15㈬

10:00～、10:40～（各30分） 抽選各20組 無料

ID  031796
リトミックを楽しもう

1歳6カ月～就学前と保
護者

6/20㈪
10:00～、10:40～（各30分） 抽選各20組 無料

ID  042777
育児広場ファーストシューズ

ハイハイがまだの7カ月
ごろまでと保護者

6/23㈭
13:20～15:00 抽選20組 無料

ID  043353
親子の絆づくりプログラム
BPプログラム（4期）

2～5カ月（第1子）と
母親

7/14～8/4
13:30～15:30（全4回） 申込順25組 1,000円　★

子育て講座
ID  043360
子どもの育つ力を最大限に引き出すた
めの大人の役割

未就学児の保護者、
子育て支援者など

6/9㈭
10:00～12:00 抽選30人 無料　☆

ID  043366
子育てのイラッ、ムカッ、カチンの対
処術～アンガーマネジメント

未就学児の保護者、
子育て支援者など

6/13㈪
10:00～12:00 抽選30人 無料　☆

ID  043371
小児看護の基礎知識

未就学児の保護者、
子育て支援者など

6/18㈯
10:00～12:00 抽選30人 無料　☆

クッキング講座
ID  043373
カンガルーぱくぱく教室

7・8カ月の保護者
※試食は子ども同伴

6/16㈭、7/13㈬
10:00～12:00 抽選各12人 650円　☆

ID  043382
カンガルーぱくぱく教室

9～11カ月の保護者
※試食は子ども同伴

6/14㈫、7/7㈭
10:00～12:00 抽選各12人 650円　☆

ID  043788
カンガルーぱくぱく教室

1歳の保護者
※試食は子ども同伴

6/21㈫、7/5㈫・21㈭
10:00～12:00 抽選各12人 650円　☆

ID  044313
カンガルーぱくぱく教室

2歳～就学前の保護者
※試食は子ども同伴

6/10㈮、7/28㈭
10:00～12:00 抽選各12人 650円　☆

ID  045449
カンガルーぱくぱく教室
（バースデークッキング）

各月に誕生日を迎える
1歳～就学前の保護者
※試食は子ども同伴

6/28㈫、7/26㈫
10:00～12:00 抽選各12人 650円　☆

ID  045470
お父さんと子どものクッキング

3歳6カ月～就学前と父
親

6/25㈯、7/2㈯
10:00～12:00 抽選各12組 650円

カンガルーの森の催し

ID 036917

日時　 保育所＝10:00～、幼稚園＝10:30～
料金　 無料　　申込　開催日の1週間前の10:00から で
郡家幼稚園　℡683-1888 磐手保育所　℡683-8188
　あそぼう会、園庭開放　6㈪ 　手品　2㈭
　3歳児クラブ　15㈬ 　園庭開放　9～30の木曜
五百住幼稚園　℡694-7251 （30日は身体計測も）
　3歳児クラブ　8㈬ 北昭和台保育所　℡694-8866
　あそぼう会、園庭開放　16㈭ 　園庭開放　6㈪・13㈪・20㈪
如是保育所　℡696-0161 　パネルシアター　29㈬
　園庭開放　7㈫・14㈫
　積木遊び　28㈫

地域に開く保育　6月の日程

ID 058145 申込順10組

対象　未就学児と保護者
日時　7/12㈫　10:00～11:30
場所　阿武山たつの子子育て支援センター
料金　300円
問合　℡692-0313
申込　6/3㈮から HP で

理学療法士・奥圭祐さんから子どもの運
動発達や遊び方を学びましょう

子どもの身体って不思議
運動発達について

対象　4～10カ月と保護者
日時　7/13㈬　10:30～11:30
場所　春日青少年交流センター
料金　無料
問合　春日子育て支援センター／℡673-5211
申込　6/3㈮から 窓 で

乳幼児期に必要な栄養の話を聞き、食について
交流しましょう

離乳食のお話
楽しくおいしく食べるために

ID 037440 申込順10組

ID 029521 申込順各20組

歯の健診や歯科衛生士によるおはなしな
どを行います

きらきら歯みがき教室

対象　 2歳6カ月～3歳未満と保護
者

日時　7/14㈭　10:00～、10:30～（各60分）
場所　子ども保健センター
料金　無料
問合　℡648-3272
申込　6/3㈮から HP で
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