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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

7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。

7月の「きらりキッズ」はすべて中止になりました。

道明寺こども園

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

ななこども園  ☎953・4295 ひかりこども園  ☎939・6081 ふじの子保育園  ☎953・2405
ふじの子第二保育園  ☎938・2402

電話相談
日時　毎週火曜日　10:00～11:30

園庭で園児と遊ぼう「水遊び」
日時　14日（水）　10:00～11:00
申込方法　電話で

①体育遊び（体育講師を招いて）
　体を動かして遊びましょう
日時　8日（木）　10:00～11:00 
場所　ふじの子ホール　定員　各8人

②個人相談
日時　8日（木）　11:00～15:00
相談員　神奈川大学大学院兼任講師 
　ふじの子保育園副園長　西川　昌弘さん
※グループでの参加可。1人又は1組につき、
約1時間。

③井戸端会議（親同士の子育て談義）
　先生を囲んでみんなで楽しく子育ての話を
しましょう。
日時　8日（木）　10:00～11:00

申込方法　いずれも電話で

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　16日（金）
対象　満1歳～2歳未満
定員　先着1組

申込方法　9日（金）までに電話で

ボディペインティング
日時　8月6日（金）　10:00～11:00
対象　2歳～6歳のお子さん
持ち物　タオル・着替え・お茶・スポン
ジ・ビーチサンダル

定員　先着10人
申込方法　7月2日（金）13:00から電
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。

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。

●「ハイハイレース」「ヨチヨチレース」　 予約★
　月に１度、お子さんの成長を実感しましょう！
日時　7月12日（月）　10:00～11:45、13:00～14:45
対象　お子さんと保護者
　　　各10組
申込方法　☎953・3223に電話で

●お友達と遊ぼう　 予約★
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　7月8日（木）　10:00～11:45、13：00～14：45
対象　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

申込方法　☎953・3223に電話で　

●親子で遊ぼう　 予約★
　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　7月19日（月）　①11:00～11:30、②14:00～14:30
対象　①2歳未満のお子さんと保護者　各10組
　　　②2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　 予約

　「将来につながる能力を育むには？」
日時　7月30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
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。

▼☎939・7118
（第2保育所）

▼☎939・7143
（道明寺幼稚園）

育児相談専用電話
ほっとダイヤル
☎939・7191

火～木曜日13:00～
16:00　

7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

●赤ちゃんとおかあさん　 予約

　親子で保育参加
日時　7月9日（金）10:00～11:00
場所　おもちゃライブラリー
対象　令和2年4月2日から令和2年10月1日生まれのお子
さんと保護者３組

●グラウンド開放（ホール）　※雨天中止　 予約

　園児と遊びましょう。
日時　7月19日（月）　10:00～11:00
対象　1歳児～就学前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

●絵本の貸出宅急便（コロナ禍対応）
保育士が絵本を10冊ほど選び、自宅まで伺います（絵本

は消毒済み）。貸し出しは1回3冊まで、1週間程度。ご希望
の方は電話で。

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。
※7月9日（金）～15日（木）は、工事のため休館します。

●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。お気軽にお越しください。

●子育て支援講座「幼児食と食育」　 予約
日時　7月29日(木)　10:00～11:00
定員　8組　　申込方法　電話で

※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「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　※自動車での来場はご遠慮ください。
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。

●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お話ししましょう！～
日時　7月6日（火）　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

動画配信を始めました。
是非ご覧ください。

★マークが付いているイベントに参加される場合は、同時間帯のつどいの広場にも予約が必要です。
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※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。

●リズムあそび　～さくらさくらんぼリズム～　 予約

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　7月19日（月）　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　 予約

お悩み相談室　～気になることを聞いてみよう～
日時　7月15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

●まだまだつどい　 予約

お悩み相談室　～気になることを聞いてみよう。園・学校編～
日時　7月27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

●出産を控えたママに「マタニティ広場」　 予約

～助産師さんとお話＆マタニティヨガ～
日時　7月29日（木）　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

●子育て相談（来所相談）　 予約

日時　月～金曜日（祝日を除く）
※相談日時を電話又は来所でご予約ください。

●赤ちゃんDAY　 予約

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　7月5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

●赤ちゃんとの関わり方～上手な発達の促し方～  予約
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　7月16日（金）　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

●ベビーマッサージ　 予約

～タッチケアで心のコミュニケーション～
日時　7月12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

申込方法
　7月2日（金）10:00～直接お越しください。予約に空
きがある場合、7月5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～
　 予約

　ご自宅のパソコン又はスマートフォンでご参加ください。
日時　7月9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）

※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。

里親相談会

様々な事情により家庭で生活できなくなった子ど
もたちのための 里親制度に関心をお持ちの方、ま
ずはお気軽にご連絡ください。高鷲学園「with里親」
相談スタッフが個別に相談に応じます。
日時　7月17日（土）　14時～17時
場所　パープルホール4階小会議室Ｂ
定員　先着5組　※1組ずつ時間調整を行います。
申込方法　7月5日（月）から16日（金）17時までに
電話又は電子メールで。電話の受け付けは、10
時～17時。

申込・問合先
　高鷲学園「with里親」　☎959・2202
　 withsatooya@takawashigakuen.com

第2期カンガルー教室
子どもさんのことで悩んでいませんか？

カンガルー教室は、「言葉が遅い」「落ち着きがない」「子
どもとの接し方が分からない」など、育児に関する心配
事や不安について、保育士や心理相談員などのスタッフ
が、保護者と一緒に考える教室です。親子で一緒にでき
る手遊びや簡単な制作遊びをしながら、親子共に豊かな
力を育てていけるようお手伝いします。
日時　8月～11月
①午前のクラス
　火曜日の9時30分～11時30分、毎月3回、全12回
②午後のクラス
　火曜日の13時30分～15時30分、毎月2回、全8回
場所　保健センター2階
対象　1歳から4歳までの幼児とその保護者
定員　各10組程度
費用　1回50円（おやつ代）
申込方法　7月1日（木）から6日（火）までに電話又は窓
口で。後日面接の上、入室者を決定します。

申込・問合先　子育て支援課子育て担当（2階�番窓口）
　☎939・1162

新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、その実情を
踏まえた生活の支援を行う観点から給付金を支給します。

対象　次の①②のいずれかに該当する方
（ひとり親世帯の給付金を受け取った方を除く）
①令和３年４月分の児童手当又は特別児童扶養手
当の支給を受けている方であって、令和３年度
分の住民税均等割が非課税である方

②①のほか、対象児童（令和3年3月31日時点で18
歳未満の子〔障害児については20歳未満〕）※の
養育者で、以下⑴⑵のいずれかに該当する方

※令和3年4月以降令和4年2月末までに生まれる
新生児も対象とする。

⑴令和3年度の住民税均等割が非課税である方
⑵新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計
が急変し、令和3年度分の住民税均等割が非課
税である方と同様の事情にあると認められる方

給付額　児童1人当たり一律5万円

申請方法
・①の方は、申請は不要です。
・②の方は、令和4年2月28日（月）までに、申請書・
必要書類を窓口又は郵送で申請してください。

　詳細は市ホームページをご覧いただくか、 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

子育て世帯生活支援特別給付金
（ひとり親世帯以外の子育て世帯分）


