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子育てガイド

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

市立保育所

5月の子育て支援事業のご案内 対象　就学前のお子さん

市立幼稚園 「きらりキッズ」

※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。

5月の「きらりキッズ」はすべて中止になりました。

3歳児対象「あひる組」園児募集
日時　6月から毎月1回（1時間程度）　　
対象　平成29年4月2日～平成30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12日（水）・13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　

※藤井寺北小学校区の方は、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。

申込・問合先

藤井寺幼稚園 ☎939・7103

藤井寺南幼稚園 ☎939・7113

道明寺幼稚園 ☎939・7143

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。

個別に記載があるもの以外は、就学前のお子さんと保護者が対象
私立保育園・幼稚園・認定こども園

藤井寺カトリック幼稚園  ☎938・8878 惣社保育園  ☎931・7333

臨床心理士による子育て相談 
日時　21日（金）　10：00～11：00 
対象　満1～2歳未満　先着1組
申込方法　開催日の1週間前までに電話で

園庭開放　※雨天中止
日時　18日（火）　10:00～11:00
対象　1歳～就学前のお子さん
持ち物　水筒（お茶）
申込方法　14日（金）までに電話で

地域子育て支援拠点（つどいの広場など）の利用について
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、3密を避けるため利用を制限する場合があります。
また、イベントが中止になる可能性がありますので、各事業のホームページなどでご確認ください。

※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

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　10:00～15:00　※祝日を除く。
対象　0歳～年度内に4歳になる就園前のお子さん。感染症拡大防止のため、当面の間、各曜日で対象年齢を設定しています。
申込方法　利用前週の同曜日から利用当日まで、☎953・3223へ電話で。詳しくはホームページでご確認ください。

●お友達と遊ぼう
同学年の子どもたちが交流するための1日。親同士も情
報交換しましょう。
日時　5月11日（火） ①10:00～11:45、②13：00～14：45
対象　広場利用の平成29年4月2日～平成31年4月1日生
まれのお子さんと保護者　各10組　

●親子で遊ぼう　
　絵本の読み聞かせや手遊びなどを一緒に楽しみましょ
う。親同士も交流しましょう。
日時　5月19日（水） ①11:00～11:30、②14:00～14:30
対象　①広場利用の1歳までのお子さんと保護者　各10組
　　　②広場利用の2歳以上のお子さんと保護者　各10組
申込方法　☎953・3223に電話で　※先着順（当日予約可）

●子育て支援講習会（新型コロナウイルス感染防止策を講
じたうえで、対面で実施）

「〈やる気〉の心理」
日時　5月28日（金）　10:30～
講師　大阪商業大学共同参画研究所　
　研究員　荻田　純久さん
対象　広場利用対象の親子　　定員　5組（託児あり）　
申込方法　氏名、年齢、住所、メールアドレス、託児の有
無（有の場合、お子さんの名前、年齢）を記入の上、電
子メールで。

　  react@oucow.daishodai.ac.jp
※講習会における新型コロナウイルス感染症防止策は、
QRコードからホームページをご確認ください。

予約

予約

予約

▼☎939・7118
（第2保育所）

▼☎939・7143
（道明寺幼稚園）

育児相談電話　
☎939・7191

火～木曜日13:00～
16:00　

5月の下記の支援事業は中止になりました。
・市立保育所　「わんぱく広場」、「園庭開放」

・道明寺こども園「にこにこランド」、「園庭開放」

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

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

●グラウンド開放（ホール）　※雨天中止
　園児と遊びましょう。
日時　5月28日（金）　10:00～11:00
対象　1歳児～就学前のお子さんと保護者　

●講座「親子で音楽触れ合い遊び」
日時　5月24日（月）　10:00～11:00
講師　兵庫大学　立本　千寿子さん　　
場所　ホール
対象　平成29年4月2日～平成31年4月1日生まれの２・
３歳児のお子さんと保護者16組

●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
（ライブラリーおもちゃ制作）牛乳パックでサンバイザ
ーづくり

日時　5月21日（金）　10:00～11:00

●絵本の貸出宅急便（コロナ禍対応）
　保育士が選んだ絵本を10冊ほど持って自宅までお伺
いします。

（絵本は消毒をしてきれいな状態です）貸出し期間は、1
週間程度。1回3冊まで。※ご希望の方は電話で

予約

予約

申込方法　電話で

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9:30～15:00(12:00～12:30は換気・消毒のため閉館）　
※祝日を除く。4月から換気・消毒のため開館時間が変更になっています。

●ぽけっとタイム
開館時の11:45 ～ 12:00に保育士による絵本の読み
聞かせや手遊びを行います。皆さんそろってお気軽にお越
しください。
●子育て支援講座「韓国伝統楽器ヘグムで奏でる癒しの
音色～親子で楽しむミニコンサート～」
日本で唯一のヘグム奏者が来園し演奏を披露します。

日時　5月13日(木)　10:00～11:00 
定員　10組
講師　ヘグムアンサンブルケナリ代表　李　美香  さん
申込方法　電話で
※空き状況により、当日参加できます。お電話で確認の
上、お越しください。予約

道明寺こども園
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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～金曜日　9:30～15:00（12:00～12:30は清掃・消毒・換気のため閉館）　
※祝日を除く。※自動車での来場はご遠慮ください。

●子育てほっと♡講座　
「子育ては一人じゃない」
～みんなで遊びながら話しましょう～
日時　5月14日（金）　11:00～11:40　
定員　10組程度
申込方法　電話で

●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、水曜日はフリー

予約

※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

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。

予約予約

予約

予約

●赤ちゃん DAY　
　赤ちゃんを持つ親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19日（水）　10:30～11:30
対象　1歳6か月になるまでのお子さんと保護者
定員　3組

●赤ちゃんとの関わり方～上手な発達の促し方～
赤ちゃんとふれあい遊びをしながら、赤ちゃんの発達につ

いて学びませんか
日時　5月26日（水）　10:30～11:30
対象　はいはいをする前の赤ちゃんと保護者　
定員　3組

●出産を控えたママに「マタニティ広場」　
　～助産師さんとお話＆マタニティヨガ～
日時　5月25日（火）　10:30～11:45
対象　妊娠16週目以降又は安定期に入っている方
定員　3組（きょうだいのいる方は託児あり）
費用　500円
持ち物　母子手帳、フェイスタオル、バスタオル、飲み物、
動きやすい服装で

●おはなしころりんによるおはなし会
～手遊びや絵本の読みきかせを楽しみましょう～
日時　5月28日（金）　10:30～11:00
定員　4組

予約

●子育て相談（来所相談）
日時　月～金曜日（祝日を除く）
※相談日時を電話もしくは来所でご予約ください。

●リズムあそび　～さくらさくらんぼリズム～
音楽を耳で聞き、そのリズムに合わせて身体を動かす

ことで、脳の発達の土台作りになります。
日時　5月12日（水）　10:30～11:30
対象　2歳程度～3歳までのお子さんと保護者　
定員　3組

●子育て講座
「夫婦ってなんだ？～GW のあれやこれ～」
日時　5月13日（木）　10:30～12:00　
定員　3組（託児あり）
講師　（一社）みらい代表　難波　マスミさん

●ベビーマッサージ　
～タッチケアで心のコミュニケーション～
日時　5月17日（月）　10:30～11:30
対象　1歳6か月になるまでのお子さんと保護者
定員　3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

●まだまだつどい　
「GW明けの子どもと私」
日時　5月18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　3組
講師　（一社）みらい代表　難波　マスミさん

予約

予約

予約

予約

申込方法　5月7日（金）10時～直接お越しください。予
約に空きがある場合、5月10日（月）以降13:00～
15:30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。

※お誕生会は、当面の間、個別に対応させていただき
ます。お誕生月にあたるお子さんは、スタッフにお
声がけください。手作りのプレゼントを用意してい
ます。

●【オンライン】赤ちゃんとの関わり方～上手な発達の促し方～
ご自宅の PC又はスマートフォンでご参加ください。

日時　5月21日（金）　10:45～11:15（Zoomを使って実施）
対象　はいはいをする前のお子さんと保護者
定員　4組
申込方法　【件名】赤ちゃんとの関わり方 【本文】①氏名②
お子さんの月齢③電話番号を記入の上、電子メールで。
tudoinohirobaf@gmail.com（こちらから参加に必要な
URL を送ります）

①ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金
新型コロナウイルスの関係により、修業期間などの条
件が緩和されています。
　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6か月以上修業する場合、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。
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。また、
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）も給付金の対象になることがあります。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、
個々の受給者にの生活や子育ての状況に基づき、求職
活動や職業能力開発の取り組みを計画する、自立支援
プログラムを策定します。

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

ひとり親家庭等に対する支援の一部を紹介

ファミリー・サポート・センターの援助会員募集
藤井寺ファミリー・サポート・センターは子育ての援助を受けたい人と援助したい人が会員となり、子育てに

ついて援助しあう有償ボランティアの会員組織です。
援助をしていただける会員を募集しています。皆さんのちょっとした空き時間や、日常の活動のなかで出来る

お手伝いがあります。入会手続きは随時行っています。
申請・問合先　子育て支援課子育て担当(2階�番窓口)　☎939・1162

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3年度の標語は「あたたかい ことばがつなぐ こころのわ」

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。

◀詳しくは市ホームページ
をご覧ください


