令和２年度 西部にこにこカレンダー下半期 （西中学校・西陵中学校区）
団体名
ほづみ保育園
地域子育て
支援センター

11月

10月

12月

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、各団体の行事等が中止や変更
になる場合があります。参加される前に、各団体に確認をお願いします。

1月

2月

3月

たんぽぽ教室（0歳～就学前）10時～11時 ※予約不要
ひまわり教室（３歳児対象） ※年間予約人数制限あり・月曜クラス
ぴよぴよひろば（０～２歳児対象 親子であそぼう）※第２・４金曜日予定（変更あり）
※日程が決まり次第掲載いたします。
（直接お電話でお問い合わせください。）

さくらんぼ教室（赤ちゃん教室）予約制

あおぞら教室（０歳～就学前）10時３０分～１１時 火曜日 上穂積公園
上穂積二丁目３－４５
TEL：072-627-5200
子育て相談・園庭開放 9時30分～17時（土・日・祝日・年末年始を除く日）
松ヶ本認定こども園

園庭のみの開放となります １０時～１１時 遊具で自由に遊んでいただきます（雨天中止）
２１日・２８日

４日・１１日・１８日・２５日

２日・９日・１６日・２３日・３０日

６日・１３日・２０日・２７日

３日・１０日・１７日

３日

キッズひろば １０時～１０時４５分
※前週月曜日までに要予約

１６日（月） 育児相談

１４日（月） クリスマス製作

１８日（月） 身体計測

８日（月） リトミック

１５日（月） 育児教室

ともだち広場(10:00～11：30）
場所：生涯学習センター「きらめき」
5日 つくってあそぼう
19日 誕生会
26日 身体計測
※予約制です。
※予約制です。
予約期間：前週金曜日から前日まで 予約期間：前週金曜日から前日まで
の平日9：00から16：00まで
の平日9：00から16：00まで

ともだち広場(10:00～11：30）
場所：生涯学習センター「きらめき」
3日 つくってあそぼう
10日 いっぱいあそぼう
17日 誕生会
24日 身体計測・わらべうたあそび
※予約制です。
予約期間：前週金曜日から前日まで
の平日9：00から16：00まで
25日 あそびのひろば
21日 わくわくびっくり箱
(10:00～11：30）
（10:30～11：30）
場所：春日丘公民館
場所：生涯学習センター「きらめき」
予約期間：11/11から11/24までの平 予約期間：12/7から12/18までの
日9：00から16：00まで
平日9：00から16：00まで

ともだち広場(10:00～11：30）
場所：生涯学習センター「きらめき」
7日 つくってあそぼう
14日 いっぱいあそぼう
21日 誕生会
28日 身体計測
※予約制です。
予約期間：前週金曜日から前日まで
の平日9：00から16：00まで

ともだち広場(10:00～11：30）
場所：生涯学習センター「きらめき」
４日 つくってあそぼう
18日 誕生会
25日 未定

ともだち広場(10:00～11：30）
場所：生涯学習センター「きらめき」
11日 未定
18日 未定

認定こども園
西幼稚園
上穂積二丁目１２－１３
TEL：072-622-5115

１０月１３日（火）9:45～11:15
園児と一緒に運動会ごっこをしよう
かけっこ、ダンス等

１１月５日（木）9:45～11:15
１２月１日（火）9:45～11:15
幼稚園で遊ぼう
園児と一緒に遊ぼう
砂場や園庭にあるいろいろな遊具で ごっこ遊びや簡単な制作等
１２月２１日（月）9:45～11:15

１月２６日(火)9:45～11:45
親子で体を動かして遊ぼう
（講師による遊び）

２月２６日（金）9:45～11:15
ミニ発表会
劇を見たり歌を聴いたりしよう

沢池幼稚園

11日（水）9：45～11：15
16日（水）9：45～11：15
13日（水）9：45～11：15
19日（金）9：45～11：15
21日（水）9：45～11：15
園庭の遊具や砂場で遊ぼう
作って遊ぼう
幼稚園の遊具や木のおもちゃで
園児の劇や合奏を見たり聴いたり
運動会ごっこ
※要予約
遊ぼう ※要予約
しよう ※要予約
※要予約（開催日一週間前から前日 ※要予約
までの電話予約・定員有り・先着順）
※ 行事によって予約制のものや、定員のある場合があります。参加希望の場合は、各団体に連絡し、日時などを確認のうえ参加していただくようお願いいたします。
※ 西地区にこにこマップと一緒にご覧ください。

松ケ本町４－４０
TEL：072-626-1677
保育園下穂積キッズ
下穂積三丁目５－３０
TEL：072-627-2541
春日保育所

西田中町１－６
ＴＥＬ：072-623-2112

５日（月） 育児相談
ともだち広場(10:00～11：30）
場所：生涯学習センター「きらめき」
22日 身体計測
29日 誕生会

地域支援用
TEL：072-623-2121

南春日丘三丁目２－３
TEL：072-627-0554

※予約制です。
※予約制です。
予約期間：前週金曜日から前日まで
予約期間：前週金曜日から前日まで の平日9：00から16：00まで
の平日9：00から16：00まで

園児の歌・合奏を聴いたり楽器にふれたり
しよう

4日（木）9：30～11：30
リトミックをしよう（講師による遊び）
※要予約

令和２年12月９日現在

令和２年度 西部にこにこカレンダー下半期 （西中学校・西陵中学校区）
団体名

10月

つどいの広場
「ちゃちゃはうす」

下穂積一丁目６－２１
コーポエコー１０３
ＴＥＬ：072-664-6331

毎月

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、各団体の行事等が中止や変更
になる場合があります。参加される前に、各団体に確認をお願いします。

11月
12月
1月
2月
赤ちゃんの日（毎週水曜日１０時～１２時）
お話の日（第２・４月曜日１０時～１２時）
公園の日（雨天中止）（毎週水曜日１０時３０分～１１時３０分・・下穂積一丁目第二児童遊園）
地域の日（毎週土曜日９時～１４時）
誕生会（要予約・誕生月に随時受付）（手形と写真を貼ったカードをプレゼント）

１４日（水） 歯科衛生士訪問
１８日(水) ベビーヨガ(要予約)
１０時３０分～
穂積コミュニティセンター
１９日（月） 親子ＡＲＴ(要予約)
１０時３０分～１１時４５分
穂積コミュニティセンター
２１日(土) 秋祭り(要予約)
１０時～１０時４５分
穂積コミュニティセンター
１１時～１１時４５分
１０時～１２時
２１日(水) ベビーマッサージ(要予約)
穂積コミュニティセンター
１０時３０分～１１時４５分
２８日(水) 歯科衛生士訪問
１４時～１５時
３１日(土) ハロウィンイベント
(要問合せ：コロナ感染予防対策のため事
前に電話で受け付け)
穂積コミュニティセンター
９時３０分～１２時３０分

１６日(水) ベビーマッサージ(要予約)
穂積コミュニティセンター
１０時３０分～１１時４５分
１９日(土) クリスマス会(要予約)
穂積コミュニティセンター
１０時～１２時
２１日(月) 親子ＡＲＴ(要予約)
穂積コミュニティセンター
１０時～１０時４５分
１１時～１１時４５分

６日(水) おでかけちゃちゃ
穂積コミュニティセンター
１０時～１２時
１３日(水) おでかけちゃちゃ
穂積コミュニティセンター
１０時～１２時
２０日(水) おでかけちゃちゃ
穂積コミュニティセンター
１０時～１２時
２０日(水) ベビーヨガ(要予約)
穂積コミュニティセンター
１０時３０分～１１時４５分
２３日(土) おゆずり会
穂積コミュニティセンター
９時３０分～１２時
２７日(水) 歯科衛生士訪問
１０時３０分～

３日(水) 豆まき
下穂積１丁目第２児童遊園
１０時～１１時３０分
１０日(水) おでかけちゃちゃ
穂積コミュニティセンター
１０時～１２時
１７日(水) 消防署見学(要予約)
１０時～１２時
１７日(水) ベビーマッサージ(要予約)
穂積コミュニティセンター
１０時３０分～１１時４５分
１８日(木) 音楽広場(要予約)
穂積コミュニティセンター
１３時～１４時

3月

１７日(水) ベビーヨガ(要予約)
穂積コミュニティセンター
１０時３０分～１１時４５分
未定(土) 観劇イベント(要予約)
穂積コミュニティセンター
１０時～１２時

つどいの広場
「Happy Room」
南春日丘五丁目１－８
沢池多世代交流センター
２階
ＴＥＬ：072-624-3710
つどいの広場
｢ぽっぽかすが｣

Happy Room のホームページをご覧になるか、直接お問い合わせください。

毎月開催

赤ちゃんの日
催しの日
身長・体重測定

春日一丁目１－２３
ＴＥＬ：072-631-8383
つどいの広場
｢ふくろうニコニコ広場｣
南耳原一丁目５－１３
ボヌール・プラザ103号
ＴＥＬ：072-601-2991
つどいの広場
｢てんとうむしひろば｣
西駅前町６－３６

子育て相談

※季節に応じてイベント開催
保健師さん来所
誕生会

保健師さん来所
誕生会

保健師さん来所
誕生会

プレママ
絵本の日

誕生会（第３土曜日）
おばあちゃんの絵本（月１回）
※防災訓練（年２回）
保健師さん来所
誕生会

保健師さん来所
誕生会

保健師さん来所
誕生会

その他のイベントにつきましては、ホームページをご覧になるか、直接広場にお問い合わせください。

てんとうむしひろばのホームページをご覧になるか、直接お問い合わせください.。

ラビアンヌエスポワール202

ＴＥＬ：072-657-7720
西地区子育てサロン
(西公民館)

社会福祉協議会
ＴＥＬ：072-627-0033
沢池地区子育てサロン
（沢池多世代交流センター)

社会福祉協議会
ＴＥＬ：072-627-0033
春日地区子育てサロン
（春日コミュニティセンター）

社会福祉協議会
ＴＥＬ：072-627-0033
畑田地区子育てサロン
（畑田コミュニティセンター）

社会福祉協議会
ＴＥＬ：072-627-0033

中止
※ 行事によって予約制のものや、定員のある場合があります。参加希望の場合は、各団体に連絡し、日時などを確認のうえ参加していただくようお願いいたします。
※ 西地区にこにこマップと一緒にご覧ください。

令和２年12月９日現在

令和２年度 西部にこにこカレンダー下半期 （西中学校・西陵中学校区）
団体名

11月

10月

12月

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、各団体の行事等が中止や変更
になる場合があります。参加される前に、各団体に確認をお願いします。

1月

2月

3月

正月あそび
毎週土曜日10：00～10：30
３組限定完全予約制
※開催日の変更や内容を
変更する事があります。
詳しくは問い合わせ下さい。

ひなまつり製作
毎週土曜日10：00～10：30
４組限定完全予約制
※開催日の変更や内容を
変更する事があります。
詳しくはお問い合わせ下さい。

お花見ごっこ
毎週土曜日10：00～10：30
５組限定完全予約制
※開催日の変更や内容を
変更する事があります。
詳しくはお問い合わせ下さい。

２１日（木）

４日（木）・１８日（木）

４日（木）・１８日（木）

おひさま教室
なかよし
わんぱく保育園

０・１歳クラス （第２月曜日）
２・３歳クラス （第４月曜日）

１０時～１１時 <要予約>

赤ちゃん教室 （日程お知らせします）

新型コロナウイルス対応にて
９月まで見合わせています。
詳細は地域新聞もしくは
直接お問い合わせください。

１１か月未満児対象 <要予約>
いきいき教室
上穂東町１－１３
TEL：072-627-2021

マリモglobal kids
西駅前町３－９
ＡＲＣＨＥ1階
TEL：072-624-1178
マリモglobal kids分園
春日三丁目11-24
カネカビル1階
TEL：072-622-1212

ひろゴンの保育園
春日１－１６－６３
TEL:072-665-9927
おやこわらべうた遊び
｢たけんこ｣
（畑田コミュニティセンター)

りすさんサークル

春日文化会館 （毎月第３水曜日 ）
１０時～１１時 <予約不要>
10日 入園説明会
12日 プレ3歳児体験スクール
（設定保育が体験できます）
24日 運動会
31日 入園説明会

14日 作品展

30日 入園説明会

10日 入園説明会
12日 プレ3歳児体験スクール
（設定保育が体験できます）
24日 運動会
31日 入園説明会

14日 作品展

30日 入園説明会

ハロウィンあそび
毎週土曜日10：00～10：30
１組限定完全予約制
※開催日の変更や内容を
変更する事があります。
詳しくはお問い合わせ下さい。

親子でわらべうた遊び

成長記録カレンダー作り
毎週土曜日10：00～10：30
１組限定完全予約制
※開催日の変更や内容を
変更する事があります。
詳しくはお問い合わせ下さい。

クリスマスあそび
毎週土曜日10：00～10：30
２組限定完全予約制
※開催日の変更や内容を
変更する事があります。
詳しくはお問い合わせ下さい。

＊就園前の乳幼児と保護者・・１０時～１１時＜要予約＞

１日（木）・１５日（木）

５日（木）・１９日（木）

３日（木）・１７日（木）

対象：０歳～４歳（Ｈ２８.４.２以降に生まれたお子様とその保護者）
場所：春日丘八幡宮集会所または沢池多世代交流センター
日時：毎月いずれかの火曜と金曜（祝日、長期休暇中はお休み） １０時３０分～１１時３０分
会費：３００円/月（出席なしの月はいただきません。見学無料）
春日コミセン 10/13（火）

春日コミセン 11/10（火）

今年度はサークルとひよこサークルが合同で活動することになりました。
直接会場にお越しください。見学は自由です。
春日丘八幡宮集会所の掲示板に最新の予定を貼り出していますのでご確認ください。

春日コミセン 12/8（火）

春日コミセン 1/12（火）

春日コミセン 2/9（火）

春日コミセン 3/9（火）

ＮＰＯ茨木子ども食堂
17時～19時
こども１００円
大人 ３００円

子育て支援
総合センター

あかちゃんあそぼ（１０時～１０時４０分） ※あかちゃんと保護者のふれあいあそび（４か月頃から１歳のお誕生日までのあかちゃん☆あそびにきてね）〈要予約〉
２０日（火）郡保育所
２６日（月）子育て支援総合センター

１１日（水）認定こども園西幼稚園
２日（水）生涯学習センターきらめき
１９日（木）沢池幼稚園
１１日（金）子育て支援総合センター
２５日（水）子育て支援総合センター ２２日（火）郡保育所
〈午後開催：１４時～１４時４０分〉

東中条町２－１３
（合同庁舎4Ｆ）
ＴＥＬ：072-624-9301

１４日（木）穂積コミュニティセンター
１５日（金）郡幼稚園
１８日（月）中央保育所
２５日（月）子育て支援総合センター

５日（金）生涯学習センターきらめき １日（月）穂積コミュニティセンター
８日（月）西公民館
８日（月）中央保育所
１６日（火）郡保育所
１５日（月）子育て支援総合センター
２２日（月）子育て支援総合センター
〈午後開催：１４時～１４時４０分〉

※ 行事によって予約制のものや、定員のある場合があります。参加希望の場合は、各団体に連絡し、日時などを確認のうえ参加していただくようお願いいたします。
※ 西地区にこにこマップと一緒にご覧ください。

令和２年12月９日現在

