幼稚園・保育園（所）情報

茨木市太田地区
おでかけマップ

【地域開放】
⑧認定こども園さんすい学園
所在地 東太田三丁目８-3 ℡ 626-9047
☆ゆめっこ広場
・園庭開放
・育児サロン
・プレママサロン
・ベビーマッサージ
・離乳食講座
＊日時：月2回、詳しくは保育園ホームページか園に提示
しているポスターで確認してください。
⑨認定こども園いぶきの丘学園
所在地 東太田一丁目４-10 ℡ 626-0088
☆いぶきっず
・園庭開放
・クラス体験
・離乳食講座
・ベビーマッサージ ・育児サロン
＊日時： 10:00～11:00 月２回

おでかけカレンダー

発行日：令和２年6月
発行：茨木市C地区（東部・太田）子育て支援団体連絡会
※情報の詳細は各問合せ先にご確認ください。

⑪認定こども園太田幼稚園
所在地 太田ニ丁目９-23 ℡ 626-4015
☆わくわく広場
・季節に応じた遊び（製作・水遊び・運動会ごっこ等）
・絵本の貸し出し
・子育て相談（週１回）等
＊時間等、詳しくは幼稚園ホームページか園に掲示して
いるポスターで確認してください。

公共機関連絡先
機関名
①茨木市役所
②子育て支援総合センター
③こども健康センター

電話番号
622-8121（代表）
624-9301
621-5901

公民館・コミセン情報
施設名

所在地

電話番号

④太田公民館
太田三丁目6-18 623-9076
⑤太田公民館分室 太田二丁目6-1
625-2200
西河原北町7-21
⑥西河原公民館
627-7650
西河原コミセン内
⑦西河原コミセン 西河原北町7-21 627-7610
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ひとりで悩まないで
【 子育て相談 】 ★・・・祝日・年末年始除く
●子育て支援総合センターこども相談室
月～金 ★10:00～16:00 ℡ 624-0961
メール kosodate-soudan@city.ibaraki.lg.jp
【 児童虐待防止のための相談・通告窓口 】
「虐待かどうかわからない、でも気になる」
そんな時お電話ください。
●子育て支援総合センターこども相談室
（0～18歳未満対象）

月～金 ★9:00～17:00
℡ 624-8951
●大阪府夜間休日虐待通告専用電話
月～金 17:45～翌朝9:00
土、日、祝日、年末年始
℡ 072-295-8737
●児童相談所 虐待対応ダイヤル
24時間365日対応 ℡ 189(いちはやく)

⑩マリモ保育園
所在地 東太田四丁目８-10-８ ℡ 622-3104
☆「マリモ合同夏まつり」
場所：マリモファミリーグラウンド（春日一丁目14-11）
内容：やきそば、かき氷、カレーライス、たこやき、フランク
フルト、ヨーヨー。みんなで夏祭りを楽しもう。
☆「ママカフェ・パパカフェ・マリモカフェ♡」
場所：マリモグローバルキッズ２階(西駅前町3-９ＡＲＣＨＥ2階)
時間：12:00～15:00
年10回開催予定
内容：ケーキやパンなど、普段できないゆったりとした時間を
味わってください。たくさんのお話まってます！
※詳細はマリモ保育園へお問い合わせください。

⑫総持寺保育所
所在地 総持寺二丁目２-15 ℡ 623-2089
☆ともだち広場 毎週火曜日 10:00～11:30
・赤ちゃんから就学前の子どもと保護者対象
・外あそびや室内でのあそびを楽しんでいます。
毎月の身体計測や誕生会のほか、ふれあい遊びや絵本の紹介
もしてますよ。担当の看護師と保育士がお待ちしています。
あそびにきてね！！

太田地区子育て支援団体
⑯【いきいきネット相談支援センター天兆園】
所在地 安威二丁目10-11 ℡ 090-7365-9229
時間：月～土 ９:00～17:00（日・祝、12/30～１/３を除く）
CSW（コミュニティソーシャルワーカー）は、茨木市の委託事業
です。「どこに相談すればいいのかわからない」「生活のことで
悩んでいる」等、お困りごとのご相談に応じます。
（相談料は無料です）

子どもを預けたいとき
【一時保育】保護者の病気や冠婚葬祭などのため、一時的に家庭
で保育が困難になったお子さんを保育します。
⑬つどいの広場「るんびにひろば」
℡ 601-4989
②子育て支援総合センター「一時保育スマイル」
℡ 624-9301

太田地区子育て支援団体
【あなたの地区の保健師】
③こども健康センター・保健医療センター
平日 8:45～17:15
所在地 春日三丁目13-５ ℡ 621-5901(こども健康センター)
℡ 625-6685(保健医療センター)
つどいの広場などで身体計測などをお手伝いしながら子育て相談を
しています。お子さんの発育・発達や、パパやママの健康のことで
、ご相談があればお気軽にお声かけください。電話相談もおこなっ
ております。
【つどいの広場】
⑬るんびにひろば
所在地 東太田二丁目９-32 ℡ 601-4989
☆ひろば 月～金 10:00～16:00（祝日除く）
☆一時預かり 月～金 9:30～16:00（祝日除く）
乳幼児を持つ子育て中の親が気軽に集い、子育てのことを語りあっ
たり、情報交換ができる場所です。来たい時に来て、帰るのも自由
です。
毎月、講座や世代間交流(絵本と手遊び・太鼓であそぶ)、誕生会を
したり、季節毎にはパパも一緒に楽しめるイベントも企画し楽しん
でいます。
お友達をみつけに遊びに来てください。
【藍野大学短期大学部】
⑭藍野大学短期大学部 C棟２F ℡ 626-2361
「子育てサロン～だっこ～」
対象：生後0～15か月児と保護者
身体計測、育児相談、おもちゃづくり、学生による健康の話ほか
☆看護師資格の学生が担当します。
☆保健師教員が育児相談をいたします。
＊日程・時間・内容：詳しくは７月、８月の広報をご覧ください。
【民生委員・児童委員】（各担当地域にひとり配置）
【主任児童委員】（各小学校区にひとり配置）
「児童に関することを専門的に担当する民生委員・児童委員」です。
厚生労働大臣から委嘱されています。
民生委員法で個人に関する秘密を守らなければならないことが規定
されています。皆さんのお住まいの地域で身近な存在です。ひとり
で悩まないで「誰かに聴いてほしい」と思ったとき、気軽に相談し
てださい。
問合せ先：茨木市役所 地域福祉課 ℡ 620-1634
【子育てサロン】地域のボランティアが見守る中で、遊んだりお
しゃべりしたり、親子でゆったり過ごせる場です。
問合せ先：茨木市社会福祉協議会 ℡ 627-0033
●西河原地区子育てサロン
場所：⑦西河原コミュニティセンター（６月第1金曜日）
⑨認定こども園いぶきの丘学園（10月第１金曜日）
時間：10:00～11:30
内容：☆０歳～１歳の赤ちゃんと保護者
ベビーマッサージや保健師さんとの交流
（ない場合もあるので、ご希望の方は要電話確認）
☆１歳～３歳のお子さんと保護者
子育て支援総合センターの子育てサポーターの方や、近所の
保育所の先生方と体を動かして広い場所であそびます。
☆お子様の身体計測あり。
●太田地区子育てサロン
場所：⑮藍野大学 （７月・９月）④太田公民館（５月・2月）
時間：10:00～11:30（受付９:30）
日程：年４回の予定
内容：子育てに関しての話が聞けたり、子育てでうまく行動するた
めにレクチャーを行ってます。
大学生が子どもと一緒に遊んでくれるので安心です。
絵本の読み聞かせやエプロンシアターなどあります。
お子様の身体計測あり。
＊参加費無料、申し込み不要

休日・夜間・病気やけがのときに
※受診される時は、
健康保険証・医療証をお持ちください。
《内科・小児科・外科・歯科の休日急病診療》
【高槻島本夜間休日応急診療所】
高槻市南芥川町１１－１ ℡ 072-683-9999
科名
受付時間
<平 日>
20:30～翌朝6:30
14:30～翌朝6:30
内 科 <土曜日>
小児科 <日曜日・祝日>
9:30～11:30
外 科
13:30～16:30
18:30～翌朝6:30
歯科 <日曜日・祝日のみ〉
9:30～11:30
13:30～16:30

《眼科・耳鼻咽喉科の休日急病診療》
【中央急病診療所】
大阪市西区新町4-10-13 ℡ 06-6534-0321
受付時間
<平 日>
22:00～0:30
<土曜日>
15:00～21:30
<日曜日・祝日・年末年始> 10:00～21:30
《その他病院などの問合せ》
●茨木市消防本部
℡ 072-622-6955
●大阪中毒110番
℡ 072-727-2499
たばこ・洗剤などを誤って飲んでしまった時
（24時間 365日対応）
●たばこ専用電話
（テープによる情報提供24時間365日対応）
※いずれも相談料は無料、通話料は利用者負担
℡ 072-726-9922
●大阪府救急医療情報センター
（24時間 365日対応）
大阪府医療機関情報システム
http://www.mfis.pref.osaka.jp/ ℡ 06-6693-1199

●こども医療電話相談事業
℡＃8000(携帯電話、プッシュ回線)
（20:00から翌朝8:00まで365日対応）
小児科医の支援体制のもとに看護師が相談に応じます。
・ダイヤル回線、IP電話：℡06-6765-3650
※通話料は利用者負担
●救急安心センターおおさか
℡＃7119(携帯電話、プッシュ回線)
（24時間 365日対応）
救急医療相談を24時間受付します。救急医療相談
から救急車の出動まで1本の電話で対応します。
・ダイヤル回線、IP電話：℡06-6582-7119
※通話料は利用者負担

【ベビーカーの貸し出し】
A・B兼用型、双子用もあります。
<対象>2歳未満の乳幼児を育児している保護者等
<期間>最長2年まで
<料金>300円/1か月
問合先：茨木市社会福祉協議会
℡ 627-0033

