
ID 077918 申込順15組

対象　 2歳～就学前と保護者
日時　1/24㈫　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　1/5㈭から HP で

親子で身体を動かして
あそびましょう
親子で運動遊具を使って、身体を動かす
遊びを楽しみましょう料金　無料

問合　 子ども保健課 
℡648-3272

申込　1/1㈷～5㈭に HP で
妊娠5～7カ月　1/17㈫13:30～15:00。ウェブ
妊娠8・9カ月　 1/20㈮13:30～15:00。子ども保健セ

ンター

妊娠・出産・子育てについてお話します
ママパパ教室

対象　 1人歩きが安定したころ～就学前と保護者
日時　①1/18㈬②2/1㈬　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　①1/5㈭②16㈪から 窓 で

40㎝程の台から一人で飛ぶことができ
るお友だち向けのプログラムです

子育て講座
運動あそび

ID 077744 申込順各10組

ID 003437 抽選各10組

未就学児と保護者のための
子育て応援情報

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、各記事中に住所の記載

があるものは、記載の住所へ。記載のないものは
〒569-8501（住所記載不要）へ

※申込手段の略は21ページ参照
※ イベントの中止・延期などの開催情報は、市ホ

ームページ（ ID  048151）または、各イベント
のホームページで、事前に確認してください

　市ホームページの「WAIWAI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、認定こども園・
保育所・幼稚園での園庭開
放などの情報を掲載してい
ます。

子育て情報サイト
WAIWAIカフェ

当日先着

公民館のおはなし会
1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。

料金　無料
芥川 ℡683-1423 20㈮11:00～
真上 ℡683-2509 5㈭・19㈭・23㈪11:00～
南大冠 ℡673-1477 17㈫10:00～
三箇牧 ℡677-0965 23㈪10:00～
北清水 ℡687-3190 27㈮10:00～
今城塚 ℡683-3331 10㈫10:45～、19㈭11:40～
五領 ℡669-6169 18㈬10:30～
磐手 ℡685-2110 16㈪・23㈪・30㈪10:45～
如是 ℡693-1866 18㈬10:45～
日吉台 ℡688-6636 18㈬11:40～
城内 ℡671-4644 26㈭11:00～

季節の工作や感触あそびなど

ID 040299 申込順各7組

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　1/10㈫から 窓 で
4カ月～就学前と保護者　1/24㈫10:15～11:15
令和3年4/2～4年4/1生まれと保護者　1/26㈭10:15～11:15
令和2年4/2～3年4/1生まれと保護者　1/27㈮10:15～11:15

親子教室　元気っこ

ID 078851 申込順15組 ID 068044 抽選30人

ID 074257 抽選8組

ID 077626 抽選10組 ID 079083 抽選20人

対象　 1歳6カ月～就学前と保護者
日時　1/25㈬　10:30～11:30
場所　日吉台公民館
料金　無料
問合　℡688-6636
申込　1/4㈬～10㈫に HP 窓 で

対象　 2歳～就学前と保護者
日時　1/29㈰　10:00～12:00
場所　真上公民館
料金　無料
問合　℡683-2509
申込　1/4㈬～11㈬に HP 窓 で

対象　 4月に小学校へ入学する子どもの保護者 
（子どもの同伴可）

日時　2/2㈭　10:00～12:00　　
場所　クロスパル高槻
料金　無料　　問合　青少年センター／℡685-3724
申込　1/4㈬～10㈫に HP 窓 で

対象　1～4歳と保護者
日時　1/25㈬　10:30～11:30
場所　春日青少年交流センター
料金　無料
問合　市人権まちづくり協会／℡671-9604
申込　1/4㈬～13㈮に 窓 で

対象　おおむね10カ月～3歳を持つ保護者
日時　1/30㈪　10:30～11:30
場所　子育て総合支援センター
料金　無料
問合　 ℡686-3030
申込　1/1㈷～5㈭に HP で　※保育あり

公民館とびだせ絵本
絵本と工作

公民館とびだせ絵本
おはなし会と色遊び

親が育つ子育て講座
子どもが一年生になったら

親子で楽しむ
つながり遊び

幼児期に大切な
ミライのための栄養講座

絵本の読み語りのあと、親子でおもちゃ
を作って遊びましょう

読み語りを楽しんだ後、風船を使った工
作をします

入学前の保護者の心得や上手なコミュニ
ケーションのとり方などを学びます

親子のリズム遊び、ふれあい遊びなど 株式会社明治の管理栄養士が栄養につい
て話します。鉄チェックの実施も

ID 029547 申込順

対象　8～11カ月と保護者
料金　無料
問合　 子ども保健課／℡648-3272
申込　1/3㈫から HP で
子ども保健センター　1/31㈫14:00～15:00。18組
ウェブ　2/9㈭14:00～15:00。10組

ぱくぱく教室
中期・後期の離乳食から幼児食へむけて
話します

ID 038431 当日先着100人

令和6年度に就学予定
年中児対象の就学説明会

対象　 令和6年度小学校入学予定で、学校生活を送る上
で発達に課題があるなど、特別な支援が必要な現
在年中児の保護者

日時　 1/31㈫　10:30～11:15
場所　市教育会館（城内町）
料金　無料
問合　 教育指導課
　　　℡674-7631

ID 003516 選考各60人

めばえ・第2めばえ教室
前期通室児を募集
　4～9月のめばえ教室・第2めばえ教室の通室児を募集
します。週1回の通室で療育と相談を行います。利用に
は児童発達支援事業の利用者負担が必要です。
対象　 ことばの遅れや発達に心配があり、保護者と一緒

に通室できるおおむね2歳児
日時　月～土曜の週1回　10:00～12:00
場所　めばえ教室（障がい者福祉センター内）
問合　℡674-9282
申込　 1/24㈫～26㈭に で

ID 004901

入学に必要な学用品費などの
準備金を支給
　4月に子どもが小学1年生になる保護者は、入学に必要
な学用品などの費用（入学準備金）を入学前に受け取る
ことができます。申請書は「就学通知書」に同封してい
ます。
対象　 4月に市立小学校へ入学する子どもの保護者
　　　（所得制限あり。生活保護受給者除く）
問合　保健給食課／℡674-7608
申込　1/5㈭～24㈫に 窓 郵 で
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ID 073982 抽選各15組

対象　 令和4年4/1～11/1生まれ
と保護者

日時　2/9㈭　10:00～11:00
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　1/10㈫17:00までに HP で

対象　 芥川より西に住む令和3年
4/2～4年4/1生まれと保
護者

日時　 2/7～28　10:00～11:00（全4回）、 
2/13～3/6　10:00～11:00（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　1/10㈫17:00までに HP で

ID 079286 抽選20組
親子ヨガでリラックス
親子で一緒にヨガを楽しみましょう

親子の交流、ふれあい遊びなど

助産師・吉本香奈さんが卒乳や断乳の進
め方を教えます

対象　 2歳6カ月～3歳未満と保護
者

日時　2/9㈭　10:00～、10:30～（各60分）
場所　 子ども保健センター
料金　無料
問合　子ども保健課／℡648-3272
申込　1/3㈫から HP で

歯の健診や歯科衛生士による講話など
きらきら歯みがき教室

親子教室　ひよこクラブ

ID 077936 申込順10組

対象　 授乳中または、卒乳を考えて
いる保護者

日時　 2/7㈫　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　1/5㈭から HP で

卒乳・断乳のお話
ID 029521 申込順各20組

ID 003421

問合　 子ども保健課 
℡648-3272

　助産師・保健師などの専門職に妊娠・
出産・育児についての総合相談窓口を開
設しています。医療機関などと連携しな
がら妊娠中から一人一人に合った切れ目
ないサポートを行います。まずはお電話
ください。

妊娠・出産・育児の悩み 
ご相談ください

対象　未就学児と保護者
日時　2/4㈯　10:00～11:00
場所　南大冠公民館
料金　無料
問合　℡673-1477
申込　1/6㈮～12㈭に HP 窓 で

絵本の読み語りや紙芝居、親子で楽しめ
るゲームなど

ID 078025 抽選10組
1日おくれの・・ 
虹の城ピーターパン

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　1/1㈷～5㈭に HP で（★は1/16㈪から 窓 で）　　☆は保育あり

親子講座
ID 070246
パネルシアターと
ふれあいあそびを楽しもう

未就学児と保護者 1/21㈯
10:10～10:50 抽選30組 無料

ID 059395
親子ヨガを楽しもう

①0歳と保護者
②1歳と保護者

1/23㈪
①10:00～
②10:40～（各30分）

抽選各20組 無料

ID 067203
赤ちゃんのお口のケア 0歳と保護者

1/31㈫
10：00～
11：00～（各45分）

抽選各15組 無料

ID 067189
親子の絆づくりプログラム
BPプログラム

2～5カ月（第1子）と母親 2/21～3/14
13:30～15:30（全4回） 申込順25組 1,000円　★

子育て講座
ID 065032
子育て世代の時短クッキング
手間を抜くコツ・かけるコツ

未就学児の保護者、
子育て支援者など

1/17㈫
10:00～12:00 抽選30人 無料　☆

ID 067191
心の通い合う
親子のコミュニケーションとは？

未就学児の保護者、
子育て支援者など

1/26㈭
10:00～12:00 抽選30人 無料　☆

カンガルーの森の催し
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