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つどいの広場「ふじいでら」 （社福）神愛福祉会　☎936・0011
場所　小山9 ー 4 ー 45　時間　月～金曜日10:00～15:30　※祝日を除く。※自動車での来場はご遠慮ください。

　

つどいの広場「ユッタリユックリ」 大阪商業大学共同参画研究所　☎06・6785・6286
場所　　春日丘3 ー 1 ー 40　時間　月～土曜日の10:00～15:00　※祝日を除く。
土曜日は、ななこども園（藤ヶ丘4 ー 1 ー 15）で実施　
対象　0歳～年度内に4歳になる就園前のお子さん（ななこども園の園庭開放は、就学前のお子さんも利用可）

●子育て支援講習会
「休校、休園期間中の過ごし方」
日時　5月15日（金）　10:30～

つどいの広場「バンビーノハウスおもちゃ箱」　☎945・5517
場所　岡1 ー 7 ー 14  1階　時間　月・火・木・金・土曜日9:30～15:00　※祝日を除く。5月23日（土）は休館。
※自動車での来場はご遠慮ください。

●きらりんタイム　歌・手遊びや、季節に合った行事
日時　毎週月・火・木・金曜日　11:15～11:45

●子育てほっと♡講座　
「ママたちの聞きづらい気になる産婦人科症状Q&A」
日時　5月25日（月）　11:00～11:40
講師　阪南中央病院　産婦人科医　藤田　圭以子さん

●お子さんの年齢で利用時間帯を設定します。
・まみーくらぶ（0～1歳のお子さん）
　火・金曜日　9:30～12:00
・ちびっこくらぶ（2歳～就園前のお子さん）
　月・木曜日　9:30～12:00
※12:30～15:00と、土曜日はフリー

申込方法　5月8日（金）10時～直接お越しください。電話で
は受け付けしていません。

※「まだまだつどい」は、予約に空きがある場合、5月11日
（月）以降13時～15時30分に電話で受け付け。

※個別に記載があるもの以外は、就園前のお子さんと保護
者が対象。

※このページで　　   マークのある講座は申し込みが必要です。予約

●まだまだつどい「行きたくないと言われたら」
日時　5月26日（火）　10:30～12:00
対象　就園・就学済みのお子さんがいる保護者5組
講師　（一社）みらい代表　難波　マスミさん
費用　500円（資料など）

●おはなしころりんによるおはなし会＆
　ちょこっと誕生会（5月生まれのお友達）
～手遊びや絵本の読みきかせを楽しみましょう～
日時　5月29日（金）　10:30～11:30

●赤ちゃん DAY　赤ちゃんを持つママ同士で交流しま
しょう。身長・体重測定ができます。

日時　5月18日（月）　10:30～12:00
対象　1歳6か月までの赤ちゃんと保護者

●ベビーマッサージ & ティータイム
～タッチケアで心のコミュニケーション～
日時　5月18日（月）　10:30～12:00
定員　5組（きょうだいのいる方は託児あり）
費用　300円
持ち物　バスタオル、お子さんの飲み物

●なすカフェ「みんなで話してストレス発散」
～自然体で子育てを楽しむためにできること～
日時　5月22日(金）　10:30～11:30
対象　子育て中の親子10組（お子さんの見守り有り）
講師　育児コンサルタント　那須　さおりさん

●子育て講座「子どもの気持ちがわからない」
～どうしてほしいの？何したらいい？～
日時　5月19日（火）　10:30～12:00　
定員　5組（託児あり）
講師　（一社）みらい代表　難波　マスミさん

予約

予約

予約

予約

講師　大阪商業大学共同参画研究所　
　研究員　荻田　純久さん
お子さん同伴で参加できます。

※新型コロナウイルス感染症の影響で、掲載の内容が変更となる場合があります。その際は、市ホームページなどでお知らせします。

予約

各つどいの広場の休業について
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため5月6日（水・振）まで休業します。電話相談やお問い合わせは受け付けます。

育児相談専用電話
ほっとダイヤル

火～木曜日　13:00～16:00

第1保育所　☎939・7108 ☎939 ・ 7139

第3保育所　☎939・7128 ☎939 ・ 7198

第4保育所　☎939・7138 ☎939 ・ 7237

第5保育所　☎939・7148 ☎939 ・ 7169

第6保育所　☎938・0909 ☎938 ・ 0923

5月の子育て支援事業のご案内 対象　就学前のお子さん

育児相談電話

第2保育所　☎939・7118 　火～木曜日　13:00～16:00
☎939・7191　道明寺幼稚園　☎939・7143

市立保育所

道明寺こども園

市立幼稚園 「きらりキッズ」

子育てガイド

3歳児対象「あひる組」園児募集
日時　6月から毎月1回　10時～11時　　
定員　各園先着20人　
対象　平成28年4月2日～平成29年4月1日生まれで、

各市立幼稚園の園区にお住まいの方
申込方法　5月13日（水）・14日（木）の13時30分から

16時30分までの間に各園で電話で受け付け　
※藤井寺北幼稚園の園区の方は藤井寺幼稚園に、藤井

寺西小学校区の方は藤井寺南幼稚園に、道明寺東小
学校区の方は道明寺南幼稚園又は道明寺幼稚園にお
問い合わせください。

5月5日「こどもの日」から1週間は「児童福祉週間」です。
令和2年度の標語は「やさしさに つつまれそだつ やさしいこころ」

　令和３年4月に市立小・中学校へ入学さ
れるお子さんがいる方で、就学に際して
の不安をお持ちの方の、相談を受け付け
ます。希望する方は、事前に各小・中学
校に電話連絡の上、お越しください。
場所　各校区の小・中学校
申込方法　
　５月7日（木）から各校区小・中学校に

電話で

令和３年度入学該当児の教育相談

学　校　名 電話番号

問
合
先

 小
 学
 校

　　藤井寺小学校 　 939・7105
　　藤井寺南小学校 　 939・7115
　　藤井寺西小学校  　939・7125
　　藤井寺北小学校 　 938・0791
　　道明寺小学校 　 939・7135
　　道明寺東小学校 　 939・7145
　　道明寺南小学校 　 939・7155

 中
 学
 校

　　藤井寺中学校  　939・7100
　　道明寺中学校 　 939・7110
　　第三中学校 　 938・0040

申込・問合先

藤井寺幼稚園 ☎939・7103

藤井寺南幼稚園 ☎939・7113

藤井寺北幼稚園 ☎938・0792

道明寺南幼稚園 ☎939・7163

※新型コロナウイルス感染症の状況により、
開始時期が遅れることがあります。
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　  　マークのある講座は申し込みが必要です。 申込方法　電話で　

地域子育て支援センター（ひかりこども園ホール内）　☎930・6630
場所　　大井5－9－15　電話受付　9:00～17:00　※祝日を除く。※車で来園の方は、前日までに要予約

予約

●育児相談
電話相談　月～金曜日（祝日除く）　10:00～17:00
面接相談　要予約

●心豊かな子育て講座
「スキンシップを通した音楽遊びを楽しもう♪」
～ドキドキドッキン　みんなが持っている命の音楽～
子どもと一緒に、スキンシップを通した音楽遊びをしませ
んか。家庭では、なかなか触れられない楽器や音楽にも出
会いましょう。音楽を介してお友達とつながる経験をしま
しょう。
日時　5月25日（月）　10:00～11:00
場所　ホール
講師　兵庫大学　立本　千寿子さん
対象　平成28年4月2日から平成30年4月1日生まれのお
　子さんと保護者　20組程度
持ち物　汗拭きタオル・水筒

●おはなし会　
「藤井寺市ボランティアサークルおはなしころりん」によ
る、各年齢に分かれての素話や読み聞かせをします。
日時　5月12日（火）　10:00～10:30　場所　保育室
対象　平成28年4月2日から平成31年4月1日生まれのお

子さんと保護者

●おもちゃライブラリー
おもちゃと絵本で自由に遊びましょう
日時　月～金曜日（祝日は除く）　9:00～16:30
＜手作りおもちゃの日＞「お出かけカバンを作ろう！」
日時　5月29日（金）　10:00～11:00
場所　ホール
対象　1歳～3歳程度のお子さんと保護者

●ひかりランド（グラウンド開放）　
グラウンドで園児と一緒にあそびましょう
日時　5月22日（金）　10:00～11:00
対象　1歳児から就学前のお子さんと保護者

予約

予約

予約

※新型コロナウイルス感染症の影響で、掲載の内容が変更となる場合があります。その際は、市ホームページなどでお知らせします。

登録販売者試験対策講座
日時　6月27日から8月8日までの毎週土曜日（全7回）

　10時～16時
場所　大阪府立母子・父子福祉センター
　（大阪市中央区谷町5－4－13－5F）
対象　登録販売者の資格試験に申し込みしている、ひ

とり親家庭の母・父、寡婦の方
定員　20人　※応募多数の場合は抽選。
費用　6,000円（教材費など）

発達障害児を対象とした
集団療育プログラム

　輪投げ、体操などで子どもと保護者が一緒に楽しみながら、保護者が子どもの特性を発見し、
専門的な視点から子どもとの接し方を考え提案します。
日時　5月25日から7月6日までの毎週月曜日　　10時15分～11時45分
　全6回、連続講座　※6月1日は休みです。
場所　ふれあいセンター3階ふれあい支援センター
対象　市内在住の発達障害の疑いのある幼児（平成26年4月2日から平成28年4月1日生まれ

で、医師の診断書・手帳などで発達障害の疑いのある幼児）と保護者
定員　先着5組程度
費用　1回につき200円（市民税非課税世帯は無料）
申込方法　5月18日（月）までに電話で
申込・問合先　藤井寺市障害児・障害者ふれあい支援センター療育支援担当
　☎937・5255　（木曜日以外の10時～20時）

①ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金
　看護師、理学療法士、作業療法士、保育士、介護
福祉士、調理師などの資格を取得するために、養成機
関で1年以上修業する場合、申請した日の属する月か
ら、月額10万円（市民税非課税世帯）又は7万500円（市
民税課税世帯）を、最後の1年間は、月額14万円（市
民税非課税世帯）又は11万500円を支給します。令和
元年度から修業期間の全期間の上限は4年です。所得
制限があります。

②ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金
　雇用保険制度の教育訓練給付の指定講座を受講す
る場合、原則受講経費の6割［上限80万円｛就業年数（最
大4年）×20万円｝、下限1万2千円］を補助します。令
和元年度から看護師などの専門資格の取得を目指す養
成課程（雇用保険の専門実践教育訓練給付の対象とな
る講座のうち、業務独占・名称独占の資格の取得を目
指すものに限る）を給付金の対象に追加します。所得
制限があります。

③ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援
給付金　
　養成機関の受講料の４割を受講修了時給付金（上限
10万円、下限4千円）として、また、受講修了日から2
年以内に高等学校卒業程度認定試験の全科目に合格し
た場合、受講料の２割を合格時給付金として支給しま
す。両給付金の上限は合計15万円。所得制限があり
ます。
※①～③は申請前に事前相談が必要です。

④JR通勤定期乗車券の割引制度
　児童扶養手当の支給を受けている世帯の方が JR通
勤定期乗車券を購入する場合、証明書を添えて申し込
むと3割引きで購入できます。証明書の発行には、事
前に申請が必要です。

⑤母子・父子自立支援プログラム策定
　児童扶養手当の受給者の自立・就労支援のため、
個々の受給者に応じた自立支援プログラムを作成しま
す。

⑥母子・父子相談
　母子・父子自立支援員が母子・父子家庭、寡婦の
自立のための相談や、大阪府母子父子寡婦福祉資金
の貸付、離婚に関わることなど様々な相談に応じます。
要予約。

⑦児童扶養手当
　児童扶養手当は父又は母と生計をともにしない児童
を養育している方に支給します。父又は母と生計をとも
にしていても、一定の障害がある場合は支給します。対
象となる児童は父又は母が次の状況にある場合です。
離婚・死亡・障害・生死不明・遺棄・配偶者暴力な
どによる保護命令発令・拘禁・未婚で出生
　受給するには手続きが必要です。詳しくはお問い合
わせください。

 　問合先　子育て支援課子育て担当（2階�番窓口）
　　 ☎939・1162

ひとり親家庭の親等のための 就業支援講習会受講生募集

申込方法　5月27日（水）までに、往復はがきに①講座
名②住所③氏名（ふりがな）④年齢⑤職業⑥電話番号
⑦志望動機⑧保育（2歳～就学前）希望者は子の氏名と
年齢を記入の上、郵送で。

　　詳しくは、大阪府母子寡婦福祉連合会ホームペー
ジをご覧ください。

申込・問合先　
　社会福祉法人大阪府母子寡婦福祉連合会
　大阪府母子家庭等就業・自立支援センター
　〒540－0012　大阪市中央区谷町5－4－13　大阪府谷
　町福祉センター内　☎06・6762・9995

ひとり親家庭等に対する支援の一部を紹介

ぽけっとひろば　（ふじみ保育園内）　☎978・8668
場所　小山藤美町10ー3　時間　月～金曜日の10:00～15:00　※祝日を除く。

●ママのための親子にも夫婦にも使える簡単コミュニケ
ーション
日時　5月27日(水)　10:00～12:00
定員　30組程度（子どもを含む）

講師　那須　さおりさん
申込方法　電話で
※空き状況により、当日参加できます。

予約

ぽけっとひろば、地域子育て支援センターの休業について
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため5月6日（水・振）まで休業します。電話相談やお問い合わせは受け付けます。


