
ファミリ―・サポート・センター

ちょっと助けてほしい時、一日見てほしい時、近所に頼める人がいない等利用したい

用途によって、利用できる施設があります。事前登録が必要です。

もしもの時のために、施設見学や登録をしてみてはいかがでしょうか？

困った時に！！利用してみよう！！

☆ファミリ―・サポート・センター東淀川

対象年齢：概ね生後3か月～10歳未満

０６－６３２7-５６７２

9:00～17:30
東淀川区役所4階（子ども・子育てプラザ内）

休館日：月曜日・祝日・（７/２１～８/３１は休館日なし）

仕事や用事、リフレッシュ等、急な保育

のニーズに対応するために、依頼会員（お

子さんを預ける方）と提供会員（子育てを

応援しお子さんを預かる方）がおこない、

互いに子育てを支えあう相互援助活動です。

（有償ボランティア活動）

保育園・幼稚園、いきいき活動、習い事等

の送迎にも利用できます。

病児保育事業

お子さんが急な病気等で困った時、

保育室でをお預かりします。

☆とよさと病児保育室(藤本クリニック）

対象年齢：6か月～小学校6年生

電話番号：０６－６３２８－１８５０

8:30～17:30

東淀川区豊里５－２１－１５ 2階

☆病児保育室リトルベアーYodo

（くまだ内科・小児科クリニック）

対象年齢：6か月～小学校6年生

０６－６３９６－９３１０

8:00～17:00

（19:00まで延長サービスあり）

淀川区宮原２－１１－６－１階

※大阪市で行っている施設は、他にもあります。

病児・病後児保育のチラシを参考にしてください。

病後児保育

お子さんの病気の回復期に

お預かりします。

☆すこやかルーム（日之出保育所内）

対象年齢：概ね生後6か月頃～小学生就学前まで

０６－６３２３-９８００

8:00～17:00
東中島４－１１－２５

休館日：日・祝日、年末年始（１２/２９～１/３）

大阪市一時預かり事業

保護者の方が、仕事や病気などにより、

継続的にまたは緊急・一時的に保育を

必要とする場合や、育児負担の軽減の

ために保育を必要とする場合にお預か

りします。

保育者の仕事などの場合（継続的）

週３日以内

保護者の病気の場合（緊急・一時的）

２週間以内

☆豊里第１保育所

０６－６３２８－５２００

対象年齢：生後6か月～小学校就学前

利用時間：月～土 ９:０0～17:００

豊里７－２１－２３
休館日：祝日・年末年始は休み

☆豊新聖愛園

０６－６３２5-２４０５

対象年齢：生後6か月～小学校就学前

利用時間：月～金 ８:３0～1８:０0

豊新３－２５－５

☆聖愛園

０６－６３２１－３２０１

対象年齢：1歳～小学校就学前

利用時間：月～土 ９:０0～1７:０0

東淡路２－７－５

☆ぽっかぽか保育ルーム・上新庄

０８０－５０７３－７５３３

対象年齢：満３か月～小学校就学前

利用時間：月～金 ８:３0～1７:３0

上新庄２－１１－２０－１０１

（※事業とは別にフリー・一時保育あり。）

エンゼルサポーター派遣事業

ひとり親家庭等日常生活支援事業

出産後間もない時期にお母さん

や赤ちゃんのお世話をする人が

いない家庭にエンゼルサポー

ターが昼間の家事等のサポート

をします。

対象家庭は、大阪市内にお住ま

いの出産退院後４か月以内の乳

児がいる世帯で、昼間、家事な

との援助者がいない家庭。

☆区役所の保健福祉センター

０６－４８０９－９８５７

大阪市ひとり親家庭福祉連合会

（大阪市立愛光会館）

０６－６３７１－７１４６

母子家庭・父子家庭、寡

婦の方が、保育や家事・

介護などで一時的に困っ

たとき、支援員を派遣し

たり、支援員の自宅で保

育します。

☆区役所の保健福祉センター

０６－４８０９－９８５６

大阪市ひとり親家庭福祉連合会

（大阪市立愛光会館）

０６－６３７１－７１４６

☆徳蔵寺保育園 ０６－６３２３－０６４０
※現在、一時預かりは実施していません。

他にも・・・

【子どものショートステイ】

保護者の方が病気や出産、

仕事の都合などで一時的に

家庭での子育てが困難にな

ったとき、宿泊を伴うかた

ちで１週間以内を原則とし

て小学校就学前のお子さん

をお預かりします。

2歳未満児と2歳以上児の

受け入れ施設があります。

【赤ちゃんの短期預かり】

2歳までの乳幼児の保護者

の方が長期入院などで一時

的に養育できないとき、乳

児院で1か月を限度にお預

かりします。
認可外保育施設でのお預かり
・ニコちゃんクラブ

・ぽっかぽか事務所
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9月の活動予定 10月の活動予定 11月の活動予定

勤労感謝の日敬老の日 秋分の日

文化の日

【 GOGOみのりちゃん

おでかけカレンダー】には、

あそびのひろばの催しや

園庭開放日が掲載されて

います。区役所ホームペ

ージの子育てからご覧い

ただけます。

毎月の相談予定表は、その月の

１日(祝休日の時は翌日）に、東淀川区

社会福祉協議会のホームページに

新着情報をアップします。

【ふれあい＝ふれあいルーム】
１０/１９(月) １４:００～１５:００

東淀川区役所出張所３階

※０歳児親子が対象です。

【◎ ＝出張相談】
◎１０/６ １０：３０～１１：３０

東淀川区子ども・子育てプラザ相談日

◎１０/１５ １０：００～１２：００

淡路子育てサロン「たんぽぽ」

(西淡路小学校多目的室) 

◎１０/１６ １０：３０～１２：００

新庄地域育児サークル

(新庄福社会祉会館) 

◎１０/２０ １０：００～１１：３０

親子でいっしょにあそびましょう

(啓発センター)

【ふれあい＝ふれあいルーム】
１１/１６(月) １４:００～１５:００

東淀川区役所出張所３階

※０歳児親子が対象です。

【◎ ＝出張相談】
◎１１/９ １０：００～１１：３０

東井高野ふれあい子育て

(東井高野連合集会所)

◎１１/ ９ １３：００～１５：００

豊新おやこひろば

(豊新福祉会館) 

◎１１/１０ １０：３０～１１：３０

東淀川区子ども・子育てプラザ相談日

◉１１/１９ １０：００～１１：３０

子育て支援センタースマイル

◎１１/２６ １０：３０～１２：００

大隅東子育てパンダ

(エコホール江口) 

【ふれあい＝ふれあいルーム】
9月のふれあいルームは、

祝日（敬老の日）のためお休みです。

【◎ ＝出張相談】
◎９/１ １０：００～１１：３０

東淀川区子ども・子育てプラザ相談日

◎９/２ １１：００～１１：３０

あっぷるパイの「はっぴータイム」

(東淀川図書館多目的室) 

♥９/３ １０：００～１１：００

こさりん（出張所３階）

◎９/１７ １０：００～１２：００

大隅西子育てサークル

(大隅西社会福祉会館) 

◎印は出張相談日
〇印は３か月健診・１歳６か月健診

ハート♥印は、こさりんの講座（入園についてのおはなし）

◉印は、一時保育などについて

子育てサービス利用者支援事業（こさりん）r

様々な施設や地域の子育て支援の中から、子育て家庭のニーズにあった

支援を受けられるよう、情報提供や相談・援助をおこないます。

気軽にお問い合わせください。

【 出張所相談日】

月・水・木（祝日・年末年始を除く）

９時００分～１２時００分

０６－６１９５－３７３２

東淀川区役所出張所３階

【 区役所相談日 】

平日（祝日・年末年始を除く）

１３時３０分～１６時３０分

０８０－８９４１－７４３６

東淀川区役所２階

※予約優先となります。

※相談日は、やむを得

ず変更・中止する場合

があります。下記QR

コードからご確認くだ

さい。

※子育てサービス利用者支援事業は、大阪市東淀川区社会福祉協議会が

東淀川区役所から受託して実施しています。

東淀川区役所 ２階

平日 13:30～16:30

（予約可能）

☆印は、第３月曜日は時間を

午前に変更しています。

東淀川区役所 出張所３階

月・水・木 ９:０0～1２:０0

（予約可能）

※定例相談日の変更もありますが、

ピンクの箇所が出張所相談日です。

☆
☆

☆

※コロナ感染拡大防止のため、

休館する施設への訪問は中止とします。

中止


