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◆日 時： 2018 年 6 月 14 日（木）午後 1 時３０分～ 

◆場 所： 西成区民センター ２階会議室（２－１） 

 

議  案 

1. 2017 年度事業報告 

2. 2017 年度会計決算 

3. 会則変更について 

4. 役員改選について 

5. 2018 年度事業計画 

6. 2018 年度会計予算 

7. その他 
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Ⅰ.２０１７年度を振り返って 

 

  

私たちわが町にしなり子育てネットは、「いつでも どこでも みんなで子育て」を合言葉に、

発足１８年目の 2017 年度もさまざまな活動を行ってきました。 

まず、毎月の定例会では、約 60 団体が集まった子育てネットワークの強みが活かされるよ

う、所属施設で行っている事業について説明していただいたり、また現場で悩んでいるケース

などを具体的に出し合ったりしながら、進めてきました。加盟している団体のお互いが知り合

うだけでなく、子どもたち、そして子育て家庭が、今どのような状況にあるのかを学び合うい

い機会になっています。 

しかしながら、さまざまな大変さを抱えながら子育てしている方は存在しています。西成区

には中学校区ごとに要保護児童対策地域協議会（以下、要対協）があり、毎月開催されていま

す。そのそれぞれにおいて、子育てのみならず、生活全体に関して、さまざまなしんどさを抱

えながら生活している現状が多々あると聞きます。西成区に在籍する 0～6 歳児約 3000 人の

うち保育所等に入所している方が約半分といわれます。他区の保育所、もしくは幼稚園へ入園

している方もいますが、それでも多くの方が在宅で子育てをしています。つまり、今みえてい

る問題はまだまだ氷山の一角で、困難を抱えながらも、誰にも SOS が出せず、必死で生活して

いる方々の姿が想像できます。 

各機関、団体は、現在関わっているご家庭に対して、今ある制度を精いっぱい活用しながら

関わっています。しかし、現状が変わるという事はなかなか容易ではありません。そもそも制

度だけでは対応しきれないものだとは思いますが、特に人間関係が希薄なこの世の中、まずは

各家庭に合わせられるきめ細やかな関わりができるような制度が必要に感じます。 

例えば西成区と子育てネットが共同で進めてきた「西成区児童虐待防止ボランティア支援事

業」は、2013 年度に残念ながら打ち切られはしました。しかし、「子育て･子育ち応援隊！＝

ぴよちゃんバンク」として、数名のボランティアによって関わりを続けていただいてきました。

子どもたちの人権、子どもの最善の利益を守るため、関わってきていただいた方々には、本当

に頭が下がる思いでいっぱいです。2017 年度より改めて要対協との連携が取れるようになり

ました。地道に、そして丁寧に、相手に寄り添いながら続けていただいたこの関わりが、子ど

もたち、家庭にとっては非常に大切であり、その事を西成区も感じているからだと思います。 

改めて、今の西成の現状を踏まえ、「すべては子どもたちのために」、そして「いつでも どこ

でも みんなで子育て」を実現していくためには何が必要なのかを、西成区に関わるそれぞれの

人々が真摯に受け止め、より具体的な事を、前向きに議論していく事が必要なのではないでし

ょうか。 

その他にも、５月の第１５回子ども元気まつり、１０月の第１３回西成大好きふれあい運動

会などの行事をはじめ、日常的にたくさんの活動を行ってきました。以下、この 1 年間の活動

を振り返りたいと思います。 

（子育てネット副代表  蕨川 晴之） 
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1． わが町にしなり子育てネットの運営 

 

わが町にしなり子育てネットの加盟団体が連携して事業を運営するために、 

役員会・事務局会・子育て支援関係機関会議などを開催しました。 

 

 

① 総会 

【日  時】2017 年 6 月８日(木) 午後 1 時 30 分から 

【場 所】山口文化センター 

【内  容】第一部＜記念講演会＞ 

「わが町にしなり子育てネットの歴史と未来」 

 ～日本の動向をふまえて～ 

           ＊講師 一般社団法人部落解放・人権研究所所長 

谷 川
たにがわ

 雅 彦
まさひこ

 氏  

         NPO 法人こどもの里 

            荘
しょう

保
ほ

 共子
ともこ

 氏 

第二部＜2016 年度の事業報告と 2017 年度の事業計画＞ 

 

 

② 役員会・事務局会 

【構成メンバー】代表・副代表・事務局長・事務局次長・事務局員 

日   時 内        容 

４月６日（木）午後１時～ 

わかくさ保育園 

総会に向けて 2017 年度事業運営の確認 

ワークショップの実施とテーマについて 

子ども元気まつり日程および会場等について 

５月８日（月）午前 10 時～ 

わかくさ保育園 

総会に向けて：記念講演会、議案等の内容等について 

ワークショップの実施とテーマについて 

子ども元気まつりの実施について          

ぴよちゃんバンクについて 

６月１日（木）午前 10 時～ 

西成市民館 

総会に向けて：最終確認 

学習会のテーマと講師依頼について 

ぴよちゃんバンクについて              

ふれあい運動会の実施について：会場等の検討 

7 月 6 日（木）午後 1 時～ 

わかくさ保育園 

みずあそびまつりについて 

ぴよちゃんバンクについて              

ふれあい運動会の実施について 

9 月 7 日（木）午後 1 時～ 

わかくさ保育園 

ぴよちゃんバンクについて              

ふれあい運動会の実施について 
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10 月４日（水）午後３時 30 分～ 

わかくさ保育園 

山王あそパーへの協力と地域連携について 

こどもの権利について 

1１月６日（月）午前 10 時～ 

わかくさ保育園 

次年度ふれあい運動会の実施について 

ぴよちゃんバンクについて 

12 月 6 日（水）午前 9 時 30 分～ 

わかくさ保育園 

あそぼパークプロジェクトについて 

ぴよちゃんバンクについて 

１月９日（水）午後 7 時～ 

区内幹事宅 
子育てネットのあり方について・役員交流会 

２月１日（木）午後１時～ 

わかくさ保育園 
子育ての集いと行事や各活動のあり方について 

３月３日(金)午後１時 30 分～ 

わかくさ保育園 
次年度に向けて（役員体制・各活動や総会について） 

 

③ 子育て支援定例会議 

【構成メンバー】子育てネットに加盟する施設・役所・団体・個人の子育て支援関係者 

【開 催 日】毎月の第 2 木曜日 午後 1 時 30 分より定例で開催 

日  時 内   容 

4 月 1３日(木)午後 1 時 30 分～ 

西成区子ども・子育てプラザ 

活動報告・予定について 

・講習講座活動『第 1８回子育ての集い』報告 

・子育てｻｰｸﾙ活動『西成大好きふれあい運動会』 

『公園ひろば』の実施について 

・発達応援活動『ほっとサロン・あん』 

・あそぼパークプロジェクト 

～第 1４回子ども元気まつり in 玉出西公園～ 

について 

・『ぴよちゃんバンク』について 

★ワークショップ 

＜わが町にしなり子育てネットとは？＞ 

5 月 11 日(木)午後 1時 30 分～ 

西成区子ども・子育てプラザ 

各活動報告・予定について 

・講習講座活動『第 1９回子育ての集い』について 

・子育てｻｰｸﾙ活動『西成大好きふれあい運動会』

について 

・あそぼパークプロジェクト 

～第 1４回子ども元気まつり in 玉出西公園～ 

について 

・『ぴよちゃんバンク』について 

・総会について 6 月８日（木） 

総会の流れ・議案書原稿依頼など 

★ワークショップ 事例検討を通して… 
＜ネットワークの中でそれぞれが担えるもの（強み）＞ 
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7月1３日(木)午後1時30分～ 

西成区子ども・子育てプラザ 

各活動報告・予定について 

・子育てｻｰｸﾙ活動『西成大好きふれあい運動会』 

『子育ての集い』進捗状況について 

・あそぼパークプロジェクト 

『第 14 回子ども元気まつり報告』『水あそび 

まつり（8/26 土）の実施』について 

・『ぴよちゃんバンク』について 

★学習会★ 

生活自立相談支援窓口～はぎサポートとは？ 

＊大阪市西成区役所保健福祉課（生活支援） 

 生活困窮者自立相談支援事業  

担当係長       吉川 憲一 氏 

＊生活困窮者自立相談支援事業 はぎさぽーと 

      主任相談支援員 大西 一典 氏 

9月１４日(木)午後1時30分～ 

西成区子ども・子育てプラザ 

各活動報告・予定について 

・子育てｻｰｸﾙ活動『西成大好きふれあい運動会』

（2017.10.18 in FUT MESSE 天下茶屋） 

について 

・あそぼパークプロジェクト 

『みずあそびまつり in 西成公園（8/26 土）』報告 

・『ぴよちゃんバンク』について 

★学習会★ 

区子育て支援担当の役割とは？ 

＊西成区役所保健福祉課（子育て支援） 

    担当係長 古西 香織さま 

10月1２日(木)午後1時30分～ 

西成区子ども・子育てプラザ 

各活動報告・予定について 

・子育てｻｰｸﾙ活動『西成大好きふれあい運動会』

（2017.10.18 in FUT MESSE 天下茶屋） 

について 

・あそぼパークプロジェクト 

『くうねるあそぶ』について 

・『ぴよちゃんバンク』について 

★学習会★ 

西成区役所保健福祉課の役割と区の現状について 

＊西成区役所保健福祉課 地域保健活動 

    担当係長 本田 弘美さま 

11 月９日(木)午後 1 時 30 分～  

西成区子ども・子育てプラザ 

 

各活動報告・予定について 

・子育てｻｰｸﾙ活動『西成大好きふれあい運動会』

（2017.10.18 in FUT MESSE 天下茶屋） 

について（報告と反省） 

・あそぼパークプロジェクト 

『くうねるあそぶ』について 

★学習会★ 

あらたな相談支援体制の動向について 

＊西成区社会福祉協議会 

    事務局長 藤原 一男さま 
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※年間を通じて、「わが町にしなり子育てネット」とは？ 各所属団体の役割などを学び、 

ネットワークとしての強みを知り、共有すること をテーマとした。 

（西成区子ども・子育てプラザ 高岩 薫） 

２．講習講座活動 

① 第１９回子育ての集い  

3 月８日（木）に「第 1９回子育ての集い」が、多くの皆様のご協力のもと開催されました。 

昨年同様、当日は朝からの雨模様で、出足はゆっくりと…参加人数も８９組と少なめでしたが、

公立幼稚園園長先生による手遊び・歌あそびからスタートし、西成絵本の会さまによる楽しい読

み聞かせ、ゲストのスーパーポンポコじゃがぴーにしなりくんの登場など、多くの親子が楽しん

で参加される姿がみられました。 

また今年度も、手作りの大型段ボールおもちゃにシールを貼ったり、ボールプールや乗り物、

素敵な積み木を使ったダイナミックな遊びのコーナーと、手作り体験や計測、子育て相談等の穏

やかなコーナー、フリーマーケットやおもちゃ病院、食育推進ネットワーク、南大阪ヤクルトさ

まによるお腹元気教室など、さまざまなタイプのコーナーで楽しんでいただくことができました。 

12月14日(木)午後1時30分～ 

西成区子ども・子育てプラザ 

各活動報告・予定について 

・子育てｻｰｸﾙ活動『西成大好きふれあい運動会』（次

年度の実施）について 

・あそぼパークプロジェクト 
『くうねるあそぶ』（2018.2.４日）について 

・『子育ての集い』（2018.3.8 木）について 

★学習会★ 

＊大阪市西成図書館 浅井 光彦さま 

1 月 11 日(木)午後 1時 30 分～ 

西成区子ども・子育てプラザ 

各活動報告・予定について 

・あそぼパークプロジェクト 
『くうねるあそぶ』（2018.2.４日）について 

・『子育ての集い』（2018.3.8 木）について 

★学習会★ 

西成子育て支援センター 

松通子育て支援センターについて 

＊西成子育て支援センター 藤本 久美子さま 

2 月８日(木)午後 1 時 30 分～ 

西成区子ども・子育てプラザ 

各活動報告・予定について 

・あそぼパークプロジェクト 

『くうねるあそぶ』（2018.2.４日）について 

・『子育ての集い』（2018.3.8 木）について 

★学習会★ 

大阪市こども相談センターについて 

＊大阪市こども相談センター係長 巽 由美子さま 

3 月８日(木)午後１時 30 分～ 

西成区民センター会議室 

※「子育ての集い」実施後 

  搬出作業終了後に引き続き実施 

各活動報告・予定について 

・あそぼパークプロジェクト 
『くうねるあそぶ』（2018.2.４日）について 

・『子育ての集い』（2018.3.8 木）の反省と 

次年度の日程について 

・交流会 
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＜第 1９回 子育ての集い＞ 

 

今年度から新たに＜西成区アクションプラン＞と＜サークルハーブと野菜＞のみなさまが、そ

れぞれ「バルーン・アート」と「バスソルト作り」で出展していただき、いずれも大好評でした。 

子育て支援の輪が広がることは、子育てネットとしての何よりの喜びです。みなさまのご協力

に感謝するとともに、お一人でも多くの子育て中の方々との出会いの場を次年度以降も継続して

ゆきたいと考えております。 

 

 

【実施概要】 

 

〔日  時〕 201８年 3 月８日(木) 午前 10 時～12 時 

〔場  所〕 西成区民センター １階大ホール 

〔対  象〕 乳幼児と保護者 (参加費無料・当日自由参加) 

〔主  催〕 わが町にしなり子育てネット 

〔実行委員〕 講習講座活動担当  十代（松通東保育園）・中井（どんぐり保育園） 

〔実行スタッフ〕 わが町にしなり子育てネット構成団体 

〔後  援〕 西成区社会福祉協議会、西成区社会福祉施設連絡会、西成区民生委員児童委

員協議会、西成区要保護児童対策地域協議会(西成区児童虐待防止・子育て支

援施設連絡会議) 

〔協  力〕 西成おもちゃ図書館パンダ、西成おもちゃ病院、ヤクルト南大阪販売、 

ひと花センター 西成区地域福祉アクションプランよりバルーン・アート 

ほか 

 

【来場者数】 ８９組（１組につき複数の保護者とお子さま） 

 

【プログラム内容】 

  10:00    開会 

  10:15～11:30 手遊び・うた遊び・えほんの読み聞かせなど 

           ＜併行してさまざまなコーナーを設置＞ 

ダイナミックに遊ぶコーナー・親子で手づくりコーナー 

計測・お子さまの成長や子育てについての相談コーナー 

ぐりとぐらの変身コーナー・リサイクルコーナー 

子育て情報・おもちゃ病院・食育・ヤクルトさんのおなか 

元気教室など 

  11:30～  親子でほっこり手遊び＆うたあそび 

   11:50    閉会 
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＜第 1９回 子育ての集い＞ 

【当日の様子】 

    

   

  （子育ての集い担当：松通東保育園 十代／どんぐり保育園 中井） 

（文責：わが町にしなり子育てネット事務局 高岩） 

 

 

② ハギッズ編集委員会 

子育て情報誌『ハギッズ』(西成区の花「はぎ」とこども「キッズ」を組み合わせて命名されま

した)は、平成 24 年度(第 69 号 5 月発行)より西成区役所子育て支援担当が、わが町にしなり子

育てネットの編集協力を得るという形で、今年度も継続して隔月で年 6 回発行いたしました。 

内容としては 

◇乳幼児親子の意見や要望を伺いながら、各施設が企画・開催する取り組みの案内 

◇わが町にしなり子育てネット主催の学習会や講演会のお知らせ 

◇読者のみなさまからの子育てエピソードをユーモアいっぱいの 4 コマ漫画で伝える「キャサリ 

ンがゆく」 

◇区内の子育て支援施設での行事を網羅した「子育て支援施設カレンダー」など、毎回盛りだ 

くさんの活きた情報をお届けしています。 

(西成区役所 子育て支援担当  古西 香織) 

  

    



- 8 - 

 

③ ホームページ編集ボランティアグループ たんぽぽ 

1 活動の内容 

ホームページを通して子育て支援に繋がる情報や身近な情報を公開･発信することにより、子育て

中の余り外に出て行けないお母さんたちに、必要な情報をいつでも届けることができます。子育て

に悩んだり、迷ったり、笑ったり、いろいろな方とつながりを持ち、親子ともに成長し、楽しい子

育てができるよう願いながらホームページの管理・運営をしてきました。閲覧数は、9 万 7 千を超

えましたが、年々ホームページの閲覧数は減少傾向にあり、月平均の閲覧数は、150 ほどです。

支援施設のお便りやカレンダーを掲載しているブログ記事はフェイスブックやツイッターへの連

動もあり、多いときで月 700 を越える閲覧があります。 

      

《ホームページの更新内容について》 

・施設のお便りやカレンダー･講習会などの送られてきた情報をアップロードしています。 

内容を選別し、ブログ記事やイベントカレンダーで発信しています。 

 

《メールマガジンについて》 

・毎週金曜日に株式会社まぐまぐの無料メールマガジンでイベント情報やお知らせを配信していま

したが、配信数も増えず、内容もマンネリ化してきたので、休止しています。 

・メールマガジンに変わる物として、カレンダー形式の「イベントカレンダー」の利用をブログ記

事で勧めています。 

 

(ホームページ編集ボランティアグループ たんぽぽ 湯川 二三四) 



- 9 - 

 

３．子育てサークル活動 ～サロン０・１・２より～ 

① 第１２回西成大好きふれあい運動会 

 開催日 ２０１７年１０月１８日（水）１０時２０分～１１時４０分 

 場所  FUT MESSE 天下茶屋 

 主旨  わが町にしなり子育てネットに加入している子育て支援施設、地域子育てサロンの 

利用者の親睦と交流を深めると共に、地域の高齢者とのふれあいを楽しむ。 

 

 参加者 

（親子）西成区子ども・子育てプラザ、松通子育て支援センター、西成子育て支援センター、 

つどいの広場「せいか」、つどいの広場「すまいる」、つどいの広場「こどもの里」、 

今池こども家 

区内の子育てサロン（全９か所）などを利用している親子 

 

（高齢者）梅南親友クラブ     橘明生倶楽部 

      

 

（スタッフ・ボランティア） 

西成区子ども・子育てプラザ、 松通子育て支援センター、 西成子育て支援センター   

   つどいの広場「せいか」、 つどいの広場「すまいる」、 つどいの広場「こどもの里」 

   今池こどもの家、 西成区ボランティア・市民活動センター、 地域子育てサロン 

   わかくさ保育園、 西天下茶屋ボランティアグループ、 ひと花ボランティアセンター   

保育ボランティア  

 

当日参加人数 

（保護者）９２人  （こども）９７人  （高齢者） １７人  

（スタッフ・ボランティア） ４０人                合計 ２４６人 

実施プログラム 

 種目（内容） 担当 

 開会式・アヒルのダンス 総合司会：今池こどもの家 

１ ボールをぽい！ぽいっ！ つどいの広場「せいか」  

２ 釣りしましょ！！ 西成区子ども・子育てプラザ  ・地域子育てサロン 

３ バナナくん体操 司会：西成子育て支援センター 

ジャガピー：つどいの広場「こどもの里」 

４ ふわふわかくれんぼ つどいの広場「すまいる」 

５ 実りの秋 西成子育て支援センター 

 閉会式 今池こどもの家 
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＜第 1２回 西成大好きふれあい運動会＞ 

 

西成大好きふれあい運動会、会議等日程 

日程 内容 場所 

7/12（水） 第１回実行委員会 西成区子ども・子育てプラザ 

9/13（水） 第２回実行委員会 西成区子ども・子育てプラザ 

10/11（水） 第３回実行委員会 西成区子ども・子育てプラザ 

10/17（火） 前日準備 FUT MESSE 天下茶屋 

10/18（水） 西成大好きふれあい運動会 FUT MESSE 天下茶屋 

11/8（水） 反省会 西成区子ども・子育てプラザ 

（実行委員会メンバー） 

西成区子ども・子育てプラザ、 松通子育て支援センター、 西成子育て支援センター   

   つどいの広場「せいか」、 つどいの広場「すまいる」、 つどいの広場「こどもの里」 

   今池こどもの家、 西成区ボランティア・市民活動センター、 

 

・ 前年度まで、区民センター大ホールを会場にしていたが、耐震工事のため使用不可となり、

FUT MESSE 天下茶屋を会場として拝借した。 

・ 会場側にご配慮いただき、靴を履いたままで参加できたので、小さな子どもさんも よちよち

歩いたり、はいはいしたり、抱っこで、など 自由な形で参加できた。 

・ H３０年度は、例年通り 区民センターの利用となる 

・ 高齢者施設の参加が難しくなってきているのか、今回グループホームは、不参加だった 

今年度は、アンケートなどにより 状況把握していきたいと、考えている 

 

（元西成子育て支援センター 藤本 久美子）           

 

② 公園ひろば 

 ２０１５年度までは、サロン０・１・２が中心になって公園ひろばを実施していた。子育て支

援センターの人員削減等により、継続実施が危ぶまれたが、２０１６年度から西成区子育て支援

施設連絡会のメンバーとわかくさ保育園（あおぞら保育）の協力により、継続して実施すること

となった。 

 

・実施場所や日程、担当施設については次のとおりである。 

場所 定例曜日 担当施設 

橘東児童遊園地 第２金曜日 こどもの里/わかくさ保育園(あおぞら保育) 

玉出西公園 第３火曜日 つどいの広場せいか/西成区子ども・子育てプラザ 

天下茶屋公園 第４火曜日 つどいの広場すまいる/今池こどもの家 

わかくさ保育園（あおぞら保育） 

※時間は午前１０時４５分～１１時３０分 ※夏季・冬季には実施しない月もある。 
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＜公園ひろば＞ 

 

・参加人数は次のとおりである。 

 

・子育てネット加盟施設のスタッフが連携し、季節や参加する子どもの月齢に合わせたあそびを

準備している。体操やパラバルーンなど、思いっきり身体を動かすあそびや、自然物を使った

あそび、気温が高い日は、水風船などの水あそび、風のある日には、たこあげなど、室内では

できない、自然を感じることができるあそびの提供を行っている。また、木漏れ日の中でのお

はなし（絵本、紙芝居、ペープサートなど）では、子どもはもちろん、保護者の方にとっても

ほっこりする場となっているように感じる。 

・この取り組みは１４年目をむかえている。「多くの人が集まる室内施設は苦手でなんです」「外

の空気を吸いながら、身体を動かしてあそびたい」「たまたま通りかかったら、やっていた」な

ど、保護者の声をいただいている。また、「次は、電車の絵本がみたい！」「砂場で大きな山を

作りたい！」など、子どもの声をプログラムに取り入れ、あそぶことができる日もあった。今

後も、参加するみなさんと一緒に公園ひろばを作っていきたい。 

 

 

 

  

場所 参加人数 子ども（保護者） 

４月 ５月 ６月 ９月 １０月 １１月 １２月 ３月 

橘東児童遊園地 3（３） 3（３） 1（１） 2（２） 雨天中止 ２（２） 雨天中止 2（２） 

玉出西公園 3（３） ６（５） ２（２） ８（７） 雨天中止 ８（７） ５（５） 雨天中止 

天下茶屋公園 7（６） 8（７） 6（５） 3（３） ７（６） 5（４） 3（３） 7（６） 
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③ びーんず・くらぶ（ふたごちゃん、みつごちゃんの集いの広場） 

 

 

 

【活動実績】 

 ・場 所：つどいの広場 せいか （聖化保育園 サンホール） 

  ・日 時：定 例 毎月第 3 水曜日  

午後 1 時 30 分～3 時（平成 29 年度 12 回開催） 

  ・内 容： 室内自由遊び（ブロック、木製キッチン、ままごと、など） 

        リズムあそび、楽器あそび、絵本読み聞かせ、紙芝居、パネルシアター 

        おやつ、情報交換、情報提供、クリスマス会（12 月 20 日） 

        保護者交流会、先輩保護者のお話を聞く会 等 

・利用状況 

平成 29 年度の利用登録数：4 組（在宅 2 組、入所 2 組） 

    発足以降の利用登録数（就学まで自動継続）：15 組（在宅 2 組、入園・入所 13 組） 

・スタッフ つどいの広場せいかより 各回 2～3 名 

 

２．活動の様子        ・5 月 17 日 新規登録 1 組 

 

 

 

 

 

 

 

 

   男女のふたごさんで、来てみたいと思っていたが天下茶屋にお住まいなので距離が 

   あり、なかなか実現できなかったとのことでした。お天気がよかったので、ベビーカで 

ぶらぶらと歩いてきたら 30 分近くかかったとおっしゃっていました。 

 

・12 月 20 日 クリスマス会 

 

 

 

 

     制作あそび                楽器あそび 

 

＜びーんず・くらぶ＞ 
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＜びーんず・くらぶ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  久しぶりの再会で、お互いの成長に驚いたり、喜びあったり、親子ともに楽しそう 

  に過ごしておられました。 

 

  ・2 月 21 日 新規登録 1 組 

   10 月に生まれた男児のふたごさんで、3 ヵ月児健康診断でスタッフが丁寧にお話させて

いただき、お誘いしたところ来てくださいました。 

 

３．その他 

  ・おおさか多胎ネット への加盟 

   他機関との連携や情報収集のため、大阪府下全域に会員をもつ「おおさか多胎ネッ 

ト」に加盟し、利用者の皆さんへ情報を提供しています。 

    

・所感・課題など 

今年度の新規登録の方は、どちらも近隣に援助の手がなく、ハイリスクな子育てを 

しておられることがわかり、どのような支援ができるのかを考えさせられました。 

2 月に登録された方は、お母さんの産後の体調がよくなかったことや、精神的にと 

ても辛くかなり追い詰められた状況だったため、保健師さんの紹介で産後ケアも利 

用されたとおっしゃっていました。 

やはり産後すぐの時期がとても大変で、精神的にも身体的にも負担が大きいので、 

早い時期の支援が必要と思われますが、最初のアプローチが 3 ヵ月健診からしかで 

きないことが歯がゆく思われ、保健センター等、行政機関との連携により、早い時 

期からのアプローチができるように検討します。 

定例サロンの参加者は減っていますが、利用者の方の心のよりどころとしての役割 

もあり存続を望んでおられます。 

今後はピアサポート等、相互援助も積極的に取り入れながら継続していけるよう、 

更なる周知、広報活動を続けます。 

 

（文責：つどいの広場せいか 田中 洋子）  
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④ 保育ボランティアグループ・すみれ 

 今年度も様々な催しや保育つき講座等に保育ボランティアを派遣させていただきました。派遣

の依頼は、子ども・子育てプラザ、区役所の市民協働課、A’創造館、PTA などからが多く、依

頼がある都度、メンバーの皆さんにメールにて募集し、応募してくださった方に保育にあたって

もらっています。依頼の頻度としては、月１～２度程度になります。 

 メンバーの皆さんも仕事やご家族の介護等へのウェイトが増え、一度に多くの保育者が必要な

場合には、確保することが困難な場合もあります。 

 せっかく登録いただいたメンバーの皆さんに十分な活動の場を提供することと、依頼先の人数

的なニーズに応えること。双方の程よいバランスを維持することが、現在の課題です。 

 保育ボランティア講座の開催なども視野に入れ、ボランティアスタッフの育成と活躍の場の確

保に努めたいと考えております。子育てネットの中でもご協力よろしくお願いいたします。 

 

（文責：保育ボランティアグループ・すみれ  代表 金田 久子） 

 

⑤ 西天下茶屋ボランティアグループ 

 

  

 

 

 

 

 

私達グループは 会員による初歩的物理科学的な手作り品で「ふ

しぎだな～」「おもしろいな～」と、感じる目的の遊びをしていま

す。ペットボトル＆牛乳パックのリサイクル品を使っての子ども

達との工作に人気があります。手作りする事による子ども達の手

や、指の発達、忍耐強さ等を学んで欲しいです。 

地域行事・区民ホール・公園等で活動しており、最近は高齢者の

方々も参加され３世代交流を盛んにしようと活動しています。 
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４．児童虐待防止活動 

① ぴよちゃんバンク／家庭訪問型子育て支援事業 

 

<経緯> 

2011 年度、2012 年度の２カ年にわたり内閣府の「新しい公共づくりのためのモデル

事業」をわが町にしなり子育てネットで受託し、ネットワークの連携を図りながら官民

協働による“人づくり・つながりづくり”事業を実施しました。その事業の一環として

取り組んできた人材バンク事業（愛称：ぴよちゃんバンク）の仕組みづくりや人材育成、

コーディネート等含む事業を２０１３年度、西成区の独自事業として整備された「西成

区児童虐待防止ボランティア支援事業」を NPO 法人子育て運動えんが事業受託者とな

り、わが町にしなり子育てネットと協働して運営してきました。西成区の独自事業とし

ての位置づけは２０１４年度に打ち切られましたが、スタッフは引き続き活動を実施し

続けてきました。 

 

 

 ぴよちゃんバンクは、２０１５年度からわが町にしなり子育てネットの事業として、無償のボ

ランティア活動を実施してきました。活動としては、２０１３年度、２０１４年度の西成区独自

事業として、西成区児童虐待・子育て支援連絡会議/（要保護児童対策地域協議会）の中でぴよち

ゃんバンクに支援依頼が決まった家庭へ訪問支援を行ってきました。事業が終わった２０１５年

度からはそれまでに支援依頼を受けた家庭に加えて、新たに地域からつなげられた家庭、こども

相談センターからつなげられた家庭など、私たちができるカタチでつながりを続けてきました。

ぴよちゃんバンクにつながる家庭は、制度の狭間にあって、社会や地域との関係性が薄く、孤立

しがちな環境におかれ、放っておくと孤育ての状況がつくられてしまうと感じています。ぴよち

ゃんバンクの強みは、家庭訪問型の支援で、お家の中に入って保護者と顔を合わせ、会話するこ

とができる。時間はかかりますが、SOS の出せる関係をつくることができるということです。そ

して、その家庭にある困りごとをわが町にしなり子育てネットの強みであるネットワークにつな

げていくことができるということです。 

 今年度は、ぴよちゃんバンクの活動をする中で見えてきた課題や、これからの活動において必

要なことを整理しながら、わが町にしなり子育てネットの定例会で報告してきました。わが町に

しなり子育てネットが目指す「虐待ゼロのまちづくり」のためには、このような予防の取り組み

を支える“しくみ”づくりが必要だと感じています。 

 

 (文責：NPO 法人こどもの里  関口 淑枝) 
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② 西成区子育て支援施設連絡会 

 

 この連絡会は、「西成区役所子育て支援室」「子育て支援センター」「地域子育て支援拠点事業実

施施設」「児童健全育成事業実施施設」などのメンバーで構成されています。 

 隔月におこなっている定例会では、それぞれの施設の事業報告をし、気がかりを感じる親子や

家庭については連携をとりあって見守ったり、課題を共有して対応したりしています。 

 また、にしなり子育て情報紙ハギッズの編集作業への協力や、乳幼児健診時には、子育て支援

の情報提供、ブックスタート事業の推進等をおこなっています。わが町にしなり子育てネットで

実施する大きなイベントの企画や運営にも携わり、子育て支援につながるようこころがけていま

す。 

 これらを円滑に進めていくにあたり、西成区社会福祉協議会、わかくさ保育園あおぞらスタッ

フの方々にもご協力いただいております。 

 さまざまな角度からのアドバイスや意見を出したり聞いたりすることで、地域の子育て力を高

め、子育て支援を充実させられるよう、今年度も引き続き連携を取り合って活動してまいります。 

（文責：松通子育て支援センター 小森 由里子） 

 

 

 

③ ぴよちゃんネット 

 

この活動が始まって数年が経ち、ようやく子ども・子育てプラザやこどもの里を利用している保

護者の皆さんから「ぴよちゃん」という愛称で、この活動にもなじみを持って繰り返し参加して

くださる方が増えてきたなぁと実感できるようになってきました。 

子育てに関するお役立ち情報や親子で楽しめるイベント情報などをメールマガジンで配信する

形で、まずはつながりづくりのきっかけになればと始まった「ぴよちゃんネット」の活動ですが、

携帯での情報入手や情報共有が盛んになり、またＳＮＳなどでも簡単に人と人とがつながること

ができるようになったこの時代だからこそ、手元の携帯や画面上だけではなく、実際に顔と顔を

合わせながらお互いに声をかけ合えることができる、そんな関係づくりのできる場を大切にした

い！しなければ！と思い、日々の活動を続けてきました。 

春にはお花のアレンジメントで少し癒され、冬にはクリスマスリースで部屋を飾り…とその季節

ごとのイベント感も大切にしてきましたが、やはり 2017 年度も大盛況だったのは季節の変わり

目ごとに開催した「あげちゃおう！もらっちゃおう！おさがり交換会」でした。これはよくある

フリーマーケットとは異なり、売る⇔買うの関係は一切持ち込まず、家で使わなくなった衣類や

雑貨をお互いに持ち寄って、その時その時必要としている物をお互いが持ち帰る、といういたっ

てシンプルなイベント。「このこども服少ししか使ってないから捨てるのはもったいないなぁ」「今

だけ着せる赤ちゃん服が欲しいけど、買うのはちょっと気が引けるなぁ」という誰でも一度は思

ったことのある“気持ち”があちこちから集まって、毎回本当に多くのお母さんお父さんがこの

会に参加してくださいました。 

 



- 17 - 

 

＜ぴよちゃんネット＞ 

 

ですが、大切なのは「たくさん人が集まるから良い」という視点ではなく、「そこにお母さんお

父さんのニーズがある」という視点を持つことだと思います。少ない人数でも、だからこそこの

集まりに来られた、自分の話ができた、という方も実際におられました。 

ぴよちゃんネットでは、そのようにイベントの規模に関わらず、子育てに少しでも関係している、

あるいはしていた、子育てに関心を持っているという「皆さんのお声＝ニーズ」を何よりも大切

にしながら、次年度の活動につなげていきたいと思います。 

 

   

 

（文責：ぴよちゃんネットサポーター’s 植月 智子） 

 

５． 発達応援活動 

① 発達が気になる子どもと保護者の応援団～ほっとサロン・あん～ 

 

2009 年に発足した「発達応援部会」のひとつの活動として 2010 年から親子サロン「ほっと

サロン・あん」を開始し、部会としての枠はなくなった現在も、ほっとサロン・あんとしての活

動は継続しています。 

不安を抱える保護者が気軽に相談できる、同じ悩みを抱える保護者同士が集い共感できる、親子

で安心して遊べる、そして「行きやすい場所」であることにこだわって活動を続けています。 

専門的なことはできなくても、おせっかいなおっちゃんおばちゃん、おにいちゃんおねえちゃん

がたくさんいて、おとなも子どもも、しんどい時にしんどいと言えて、来たら心が少し軽くなっ

て帰れるような場所であることを目指して活動を続けています。 

 

基本方針 

・あそびを通して、日常の生活の中でできる工夫を、子育ての視点で考えよう。 

・自分ひとりじゃない、と実感できる、つながり作りの場にしよう。 

・みんなで一緒にアイデア（案）を出し合い、心配を安心にかえていこう。 

『ほっとサロン・あんはみんなで作る 安心の場』 
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活動実績                             ＜ほっとサロン・あん＞ 

〔定例サロン〕 

 ・日 時：毎月第 3 土曜日 午後 1 時 30 分～3 時 30 分前後にスタッフミーティングを実施） 

 ・場 所：西成区子ども・子育てプラザ プレイルーム 

 ・対 象：就学前児と保護者（きょうだい参加可） 

・2017 年度登録数 ８組（子どもの人数はきょうだい児を含め１２人） 

 ・スタッフ：ボランティア 8 名、アドバイザー 1 名（偶数月のみ） 

・内 容：親子が一緒に過ごし、スタッフも加わって自由に遊びながら、保護者から日頃の       

様子や気になっていることを聞き、アドバイスや必要な情報提供を行います。 

また、スタッフや他の保護者が、子どもたちとどのようにかかわっているかを見る 

中で、保護者自身の発見や気づきを促し、日常生活の中でできる工夫や手立てにつ

いて皆で意見を出し合い、家庭での取り組みに繋げています。 

アドバイザーとして今川学園より今木智子先生を迎え、子どもたちとのかかわり方 

についてスタッフにアドバイスをいただいています。 

事前ミーティングと事後の振り返りを丁寧に行い、その内容を個別にまとめて保護 

者にメールで返す等してコミュニケーションをはかっています。 

  

〔小学生グループ保護者交流会〕 

 ・就学後のフォローとして開催しています。（学期に１回程度 2017 年度は 3 回実施） 

 ・場 所：西成区社会福祉協議会 西成区役所合同庁舎 8 階 会議室（るーぷ） 

      （西成区社会福祉協議会のご協力により、お借りしています。） 

・開催の日時と各回の参加人数 

  第 1 回 平成 29 年 6 月 13 日(火) 13 時～16 時（参加人数 13 人、子ども同伴 2 人） 

  第 2 回 平成 29 年 11 月 14 日(火) 13 時～16 時（参加人数 10 人、子ども同伴 2 人） 

   第 3 回 平成 30 年 2 月 13 日(火) 13 時～16 時（参加人数 11 人、子ども同伴 1 人） 

  

〔まなびの場〕 

 ・利用者限定 保護者向け学習会『今木先生を囲んで』（定例サロンの中で、親子別室で実施） 

日 時 1 月 20 日 午後 1 時 30 分～3 時 

参加者 5 人  

   内 容 日頃の疑問や困りごとを中心に、支援グッズや療育について等 

 

 ・公開講座 

１）「すべての子どもたちに夢は必要だっっ！！  

～ 発達障がいのある子どもたちとのかかわり～」 

     日時 平成 29 年 4 月 21 日(火) 10 時～12 時 

     講師 久田亮平氏 （サンフェイスグループ代表） 

場所 西成区民センター 2 階会議室 

参加 ３８名 
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＜ほっとサロン・あん＞ 

 

  ２）「日常生活の中で子どもの育ちを応援する！ 

 ～ 大事にしたい視点と発想 ～」 

     日時 平成 30 年 3 月 6 日(火) 13:30～15:30 

     講師 嶋谷和之氏 (大阪市更生療育ｾﾝﾀｰ作業療法士) 

     場所 西成区民センター 2 階会議室 

     参加 ３７名  

 

《最後に・・・》 

 ある日の活動の中で、何気ない会話から「山登りに行ってみたい」という声が出ました。 

その日のミーティングで早速話合い、「行ってみよう！」ということになり、行先を検討、調査し、

実現に向けてスタッフは動きだしたのですが、保護者の皆さんに、いざ現実的なことを相談しは

じめると次第に反応が鈍くなり、結局、参加を希望する人はなくなりました。 

スタッフも同行しサポートはするものの、全員に個別で付けるわけではないので不安もあり負担

に感じたことと、福祉サービスの予約を入れたいことが理由のようで、危険もあるかもしれない

し、しんどいに違いないのですが、やってみないで諦めてしまうことが残念でなりませんでした。 

 最近は、土曜日も福祉サービスを利用する子どもが増え、あんの参加者は一時に比べると減っ

ています。 

専門的な療育を行ってくれる事業所が増えたことは望ましいことですが、行き届いたサービスに

甘えることに慣れ、親子のかかわりが薄くならないよう、働きかける必要があると感じています。 

 

（ほっとサロン・あん 関口 淑枝、田中 洋子） 

   

 

６．子育ち応援活動 

① 第１４回子ども元気まつり 

にしなり☆あそぼパーク Project 報告 

 

日 程 2017 年５月２７日（土） 

会 場 玉出西公園 

主 催 わが町にしなり子育てネット 

    にしなり☆あそぼパーク Project 

協 力 玉出連合振興町会、玉出地区青少年指導員、塩崎おとぎの紙芝居博物館 

    西成消防署、西成高校、大阪基督教短期大学、子どもの権利条約関西フォーラムなど 

大阪健康福祉短期大学など 
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＜にしなり☆あそぼパーク project＞ 

 

参加者 １０００人（スタッフ含む） 

内 容 テーマは出会いです。それは、人、もの、事象との出会いを通して人と人がつながるこ

とを意味します。あそぼパークにおいて遊びの提供とは、サービスを与える側と受ける

側といった一方向的な関係性ではなく、子どもの心が動くことを大切にしたしかけと考

えています。 

    ○冒険遊び場 

     ターザンロープやロープブランコなど手づくりの遊具で全身を使って遊びます。また、

公園の土を耕し、巨大泥んこ遊びゾーンでは、子どもだけではなく、おとなも一緒に

泥んこになって土や水といった自然の感触を楽しみました。 

    ○子どもあおぞら会議 夢を語ろう 

     子どもの声を社会に届けよう。子どもの意見表明権を尊重する地域を西成からつくっ

ていこうと企画し、地域の青少年指導員、子どもの権利条約関西フォーラムの協力も

得てまずは子どもの声を聴く、そして、発表する（希望者）というワークショップに

取り組んだ。 

    ○昭和３丁目（昔遊びなど） 

     けん玉、駒、ベーゴマ、車輪回しなどの定番コーナーを設置して多世代の交流が自然

と生まれます。昔の子どもの方が遊び上手。現役の子どもたちへその遊びの良さを伝

承していきたいと考えます。 

     また、青空卓球は常に人気コーナーです。 

    ○ぴよちゃんランド 

     乳幼児親子を対象とした乳幼児ふれあいコーナー。公演時間が来るとふれあい遊びの

プログラムで楽しみます。それ以外は、親子で絵本を楽しんだりできるほっこりタイ

ム。 

    ○かえっこバザール 

     元気まつりの定番コーナーのひとつ。かえっこには子どもたちの労働があります。ま

た、遊びを通してリサイクルする経験があります。そして、子どもたちをお客さんに

しない仕組みがあります。 

    ○やきやきコーナー 

     焼きたいものを自由に持ってきて食べるコーナー。準備しているのは、半ドラと炭だ

け。火の周りには自然と人が集います。火は危ないから使わないのではなく、どのよ

うにしたら安全に使うことができるかを経験を通して学びます。ただ、今年は気温が

非常に高く、あまり利用者は多くなかったようです。 

    ○消防コーナー 

     火をつけるコーナーとともに火を消すコーナーもあります。消火器体験を消防士から

教えてもらいました。また、心臓マッサージの体験を音楽に合わせて楽しく体験でき

るコーナーも実施しました。 
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＜にしなり☆あそぼパーク project＞ 

○ミニミニフリマ 

     ミニミニフリマは、ママ同士の交流の場であり、情報交換の場にもなっています。そ

して、使わなくなった衣服などがリサイクルされる環境保護にもつながります。顔の

見える関係性の中で子育ての悩みや喜びを分かち合う時間になってほしいと願います。 

    ○アートワークショップ 

     あそ傘 Project は、傘（内側）に子どもたちが自由な絵を描くコーナー。傘アートは

実用性も兼ねていて、西成区内の施設の貸し出し用の傘として活用されます。この傘

を持った人同士が町で出会うと新たな関係性を生み出す可能性を秘めています。１日

だけでは終わらないしかけのあそ傘アートです。 

    ○セルフパフォーマンス 

     例えば、ギター演奏やこつまイカなどの特技や地域特有の文化を持った人が自分の責

任において自由に表現活動をするコーナーです。誰もが参画できる仕組みづくりとし

て発展していけばと考えています。 

    ○指編みボランティア 

     社協のボランティア市民活動センターから指編みボランティアの高齢者が参加された。

多世代の交流が自然と見られ、作品を作った子どもたちにもリピーターが見られた。 

    ○フードコート 

     子育てネットの名物屋台が軒を並べた。また、地域の飲食店にも協力をいただき、安

価で提供いただきさまざまな主体が子どもたちのために活動するという雰囲気が非常

に感じられた。 

 

にしなり☆あそぼパーク Project は、2009 年に準備委員会、2010 年に「子どもの遊びの環境

づくり委員会」として産声をあげました。これは、西成児童館の会が取り組む松通公園の活動の

大切さを区内全域に広げようということから始まりました。そして、民間の助成を受け、「公園調

査活動」や地域住民とともに子どもの遊びの環境を考える「あそパー講座」などにも取り組んで

きました。リヤカー１台の規模で行う「ちょっとあそパー」では今池こどもの家の子どもたちと

地域の親子が一緒に遊ぶ日常の機会をつくってきました。 

私たちの目標は、子どもの遊ぶ権利の保障と人と人のつながりの再生です。その目標を具体化す

るものがプレーパーク構想であり、常設化に向けた運動としても取り組んでいます。2011 年に

は、西成特区構想でこの活動が注目され、大阪市のプレーパーク事業として発展していきました。

にしなり☆あそぼパーク Project も現在、プレーパーク事業の運営共同体として活動をしていま

す。その中で感じていることは、もう一度活動の原点に帰る必要性と人材育成です。 

遊びとは何か、子どもの権利とは何かということを当 Project だけではなく地域全体で考えてい

く必要があると思います。 遊びとは、「子どもが成長していく力の源」であり、「人が発達して

いく最も自然なプロセス」です。国際条約である子どもの権利条約が私たちの活動に根をおろし

ているだろうか、最善の利益が保証されているだろうかということをともに考えていただけると

嬉しく思います。 

（にしなり☆あそぼパーク Project 代表 西野 伸一） 
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② にしなり☆プレーパークをつくろうプロジェクト 

 

１、プレーパークプロジェクトの誕生 

   わが町にしなり子育てネット（以下子育てネット）は、２０００年の立ち上げ当初から、

すべての子どもの権利擁護と自己実現や人と人のつながりの構築をめざして活動に取り組ん

できました。 

   ２０１０年には、にしなり☆あそぼパーク Project（以下あそパー）を立ち上げ、『公園で

あそぼう（元気な外あそび）・公園でつくろう（こどもからお年寄りまで）・公園でつながろ

う（にしなり夢のまち）』というスローガンを掲げ、西成の公園で子どもを主体とする移動型

の居場所（あそび場）づくりに取り組みます。 

   その活動が区内に広がり、『子どものあそぶ権利の保障』・『子どもの居場所づくりの活動』・

『人と人のつながりづくり』などを大切にした“まちづくり”の機運が高まりました。そし

て、2012、2013 年には、公私協働で取り組む「子育て・子育ちシンポジウム」を開催し、

その中からプレーパークをつくろうプロジェクトが誕生しました。 

    

２、西成区に常設のプレーパークを 

  2013 年度からスタートした西成特区構想はこの活動に注目し、区内の未利用地や閉校とな

る学校の跡地などを活用して子どもの居場所づくりに取り組むことを検討し始めました。私

たちは念願であった「常設あそぼパーク」の夢が実現に向けて進んでいくと考え、２０１４

年度プレーパーク調査事業、2015 年度プレーパーク事業を受託された大阪市立大学や地域

住民（主に当該地域）と連携、協働してきました。 

 

３、西成区プレーパーク事業 常設化に向けて 

   プレーパーク事業は、西成区の子育て環境の充実と子育て世代を誘致するための目玉施策

のひとつという位置づけで 2016 年度もトライアル実施という形でニーズの調査と実験的

事業として取り組まれました。 

   子育てネット・プロジェクトとしてもこの事業に参画するために地域住民や諸団体と話し

合いを重ね、「にしなりプレーパークプロジェクト」という運営共同体をつくり２年間にわた

りプレーパーク事業を受託することになりました。本事業は「にしなりジャガピーパーク」

という愛称で親しまれ、もと津守小学校・幼稚園で２年間トライアル実施を行い、メディア

からの注目やたくさんの来場者を獲得しました。本事業は 2018 年からは、トライアル実施

から本格実施（常設化）される見通しが示されました。私たちの目標であった常設化の実現

と当該地域の住民が主体となって運営する力が十分にあることから 2017 年度限りで運営

共同体から撤退することを決め、立場を変えて応援していくこととしました。 

    

４、子育てにやさしい町＝誰もが住みやすい町にしなりにむけて 

～（仮称）西成区子ども宣言構想～ 

今後、常設プレーパークが持続可能な運営を行っていくためには、運営面、財政面、人的

資源などさまざまな課題があります。そして何より、西成区に国際条約である子どもの権利 
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＜にしなりプレイパーク☆つくろう！プロジェクト＞ 

 

条約と「すべてはこどもたちのために」という区のスローガンが住民に定着し、「子育てにや

さしい町にしなり＝誰もが住みやすい町にしなり」となるための具体的な指針や根拠となる

ようなもの「仮称 西成区子ども宣言」が望まれるのではないでしょうか。 

 

（文責：わかくさ保育園 西野 伸一） 

 

 

③松通公園あそびの広場 

  松通公園あそびの広場の活動は、子育てネットの加入メンバーである「西成児童館の会」・「ボ

ランティアグループ ラポール」・「西天下茶屋ボランティアグループ」の西成児童館にかかわる３

団体が中心になって、2006（平成 18）年 5 月 31 日の児童館廃止以降「建物を持たない西成

児童館」の活動のひとつとして実施してきました。2006 年 9 月 24 日、旧西成児童館の横にあ

る松通公園で第１回「松通公園あそびの広場」を開催以来、わが町にしなり子育てネットの支援・

協力のもと活動は11年を迎え2018年3月18日をもって第55回を数えるまでになりました。 

 （2017 年度の活動） 

2017 年 05 月 21 日  第 50 回 松通公園あそびの広場 

あそびの広場 50 回記念！！（メイン：〇〇を作って食べよう！） 

2017 年 07 月 23 日  第 51 回 松通公園あそびの広場（メイン：かきごおり・わらび餅） 

2017 年 09 月 03 日  第 52 回 松通公園あそびの広場（メイン：みずあそび） 

2017 年 11 月 03 日  第 53 回 松通公園あそびの広場（メイン：やきいも） 

2018 年 01 月 21 日  第 54 回 松通公園あそびの広場（メイン：もちつき） 

2018 年 03 月 18 日  第 55 回 松通公園あそびの広場（メイン：棒パン） 

内容は大きく分けて「メインの催し」「かえっこバザール」「常設あそび」「手づくり工作」「西

天下茶屋ボランティアグループコーナー」で構成。メインは季節に応じたものを提供しています。 

【かえっこバザール】 かえっこのホームページへの掲載依頼を復活させ、かえっこを目的に  

参加される親子が増えました。府外からの参加もあります。スタッフはかえっこクラブの松村さ

んを中心に当日こどもたちの協力で運営できています。 

【常設あそび】 青空卓球、けん玉・コマ・ベーゴマ、オセロ・将棋を用意していましたが、    

遊具が少なく途中で帰られるかたが見受けられたため、昨年度よりダブルダッチ・パカポコ・ス

キップジャンプ・ドッジビー・フラフープなどを追加で常設。道具は増えましたが荷物は個人宅

で保管のため、場所を取らずに体を動かして遊べる遊具を選定しています。ダブルダッチは短い

大なわとして親子や子どもたち同士で遊んでいました。 

【手づくり工作】 出水さんの工作は作って遊べるものが特徴で「割りばしを使ったガリガリと

んぼ」「紙コップと曲がるストローで鳴き声のするカエル」「ペットボトルキャップ笛」など。 

【西天下茶屋ボランティアグループ】 バルーンアート、皿まわし、手づくりのおもちゃ体験、

手づくり工作、紙芝居などで参加者を楽しませてくれました。 
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＜松通公園あそびの広場＞ 

 

2015 年度より２カ月に１回の日曜日開催になり、家族連れのリピーター参加が増えてきまし

た。旧児童館の利用者が参加したり、数年ぶりに参加してくれる子どもがいたり、「戻ってこれる

場所」にもなっています。宣伝も各種団体のご協力でチラシ・ポスターを置かせていただける場

所も増えてきました。児童館のホームページは活動の様子を開催後に更新しています。 

ホームページ  西成児童館 あそびの広場  で  検索   

 これまで取り組んできた公園を活用した「あそびの広場」と「かえっこバザール」を組み込ん

だ取り組みは「人と人とのつながりの場づくりの手法として効果がある」との確信を得ることが

でき、現在は活動の継続性をつくるための段階となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（建物をもたない西成児童館の会 工藤 正和） 

 

④ にしなりかえっこクラブ 

 

「かえっこ」は独自の通貨｢カエルポイント｣を使用し、おもちゃ屋さんの店から好き

なおもちゃをカエル(売り買)あそびです。 

2000年に福岡で誕生した「かえっこ」は、全国の商店街、公園、美術館、イベント会

場などで開催されています。 

 

●かえっこバザールの仕組み… 

① 使わなくなったオモチャを持参すると、カエルポイントがもらえます。全国共通

のカエルポイントで、欲しいオモチャと交換できます。 

② バザールの運営は、子どもが主体！オモチャを査定する人・オモチャを整理する

人・カエルポイントを発行する人は子ども達です。 

③ オモチャの値打ちは、子どもスタッフの価値観（フィーリング）で決められます

が、査定人のオモチャの好みよって、買値も変わってきます。 

あそびの広場 全体写真 火を囲んで棒パンづくり 
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西成のかえっこに他都市から親子が 

集まるわけ？？ 
●西成区内ではじめて「かえっこバザール」が開催されたのは、2005 年頃、「山王お

まつり広場」が始まりでした。 

 2007年に「にしなりかえっこクラブ」が立ち上がり、区内に広がりました。 

京阪神圏で、かえっこを定期開催するショッピングモールが数カ所あり、集客に効果

的だと言われています。 

 かえっこの「お店屋さんあそび」は、本来はこどものあそびですが、サポートする

大人たちは、つい、こどもの仕事を奪ってしまいがちで、西成のかえっこは大人スタ

ッフ不足が起因することから、こども主体のバザールとなり、お店屋さんの店員ごっ

こと、仕分け作業などをこなして達成感があり、わざわざ来る価値があるのだそうで

す。 

●開催(出張)実績(2017度)★〈にしなりかえっこクラブ〉 

▼2017年 05月 14日(日) アースディ浜寺公園＠浜寺公園 

▼2017年 05月 27日(土) 第 14回子ども元気まつり in玉出西公園 

▼2017年 07月 22日(日) 松通り公園あそびの広場 

▼2017年 09月 03日(日) 松通り公園あそびの広場 

▼2017年 11月 03日(金・祝) 松通り公園あそびの広場 

▼2018年 01月 21日(日) 松通り公園あそびの広場 

▼2018年 02月 04日(日) あそパーくうねるあそぶ＠西成公園 

▼2018年 03月 10日(土) 山王あそぱー(山王みどり公園) 

▼2018年 03月 11日(日) 小田南スプリングフェス＠尼崎市小田南公園 
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●ポイント循環のしくみ（例;子ども元気まつり） 

ポイントを貯める／集め

る 

(レート)カエル(全国共通) ポイントを使う／集める 

・おもちゃを持参しショッ

プに売る 

・店員の仕事をする(レ

ジ・値札つけなど) 

・消防署体験 

・らくがき・ゆびあみ 

まあまあのおもちゃ・・ 

    1点（赤色） 

そこそこのおもちゃ・・ 

    2点（黄色） 

なかなかのおもちゃ・・ 

    3点（青色） 

それ以上・・感動ポイント 

・おもちゃを買う 

・オークションで使う 

・ガチャに参加できる 

 オークションは 5点〜 

 

 家庭ではオモチャは余る傾向にあり、オモチャが欲しいのではなく、ポイントをた

める、いつか・どこかでポイントを使うために、こつこつカエルポイントを貯めてる

ようです。 

 

●あそ傘プロジェクト 

ビニール傘にポスカでペイントしカラフルな傘に! 

イベント時に、みんなで描いて、各子育て施設で置き傘にし、急な雨の日には、貸し

傘として利用いただき、雨の日の西成をカラフルにしようという Project。 

 

プロジェク

ト 

 内容 

2016→2017 置き傘 ビニ傘にお絵かきし、西成区内子育て施設

で置き傘としてシェア。 

2018 KASAKURA（かさくら） ビニ傘を組合わせた、カラフルかまくらの

中は、とっても温かい！が！割高である 

 

  

（かえっこクラブ・松村 若子） 
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Ⅱ．2017 年度会計決算（案） 
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Ⅲ．わが町にしなり子育てネット 2018 年度の運営について（案） 

 

 

2018 年度の初めに、素晴らしい報告をお届けできる事をうれしく思います。 

「すべては子どもたちのために」。5 年前に掲げられた西成区の目標です。この目標の具現化

の一つとしてわが町にしなり子育てネットは、子育ちにとって最も大切な「こどもの遊ぶ権

利」を守る「プレーパーク常設化」を提案し、にしなり☆プレーパークをつくろうプロジェ

クトが始動しました。5 年の歳月をかけて「けがと弁当自分持ちの禁止事項のない子どもが

やりたいことが出来る冒険あそび場」を摸索試動。なんと、区子育て支援室中心に根岸プレ

ーワーカーの指導の下、候補地となった津守地域の町会住民の方々の主体的な運営参加の結

果、官民協働による「ジャガピーパーク」常設化が実現しました。。2018 年 5 月から始動

しています。 

（ネットワークであるために常設運営主体になることが出来なかったことは残念です） 

 私たちは、子どもの参加ができる環境を用意したいと思い、活動している仲間です。家庭

でも学校でもない第３の居場所（サードプレイス）と言えます。この第 3 の居場所が西成区

に新しくできました。この居場所で休憩したり、思いっきり遊んだりすることを通して、身

近なおとなに子どもたちが「助けて」と言えて、エンパワーしていく取り組みを、今年度も

大切に大切にしていきたいと思います。 

 

子どもの権利とは、当たり前のこと、正しいこと。子どもにとって大切と思うことや必要

と思うことを、素直に単純に実現できる環境を作ること、用意することは、わが町にしなり

子育てネットができる子どもたちへの環境整備であることを昨年度に確認しあいました。そ

して、子どもの声を聴き、子どもの声を集め、子ども自身でその声を西成区に届けたいとい

う運営方針を掲げました。そして、にしなり☆あそぼパーク project の西成の各公園での子

どもを主体とした移動型（イベント型）の居場所（あそび場）「こども元気まつり」において、

子どもの権利条約のパネル展示と共にこどもの声を聴き、集めました。今年度中に報告会を

開きたいと考えています。 

 

しかし、その声を 2017 年度中には西成区に届けることは出来ませんでした。 

そこで、子どもたちが「気持ちを聴いてもらえること」「気持ちと気持ちをつなぐこと」「気

持ちをカタチにすること」について、年数回のイベントの中だけではなく、まちのやくそく

＝自治体の条例（きまり）にすることを、提案するだけでなく、カタチにしていくことを 2018

年度の運営方針としたいと思います。 

子どもの参加をまちのしくみにしようということです。子どもの参加を、条例にきちんと

文字にすることで、まちが子どもの話し合いに責任をもつこととなります。それは、子ども

たちの気持ちをその子一人の悩みにせずに、どの子にも起きている問題だととらえ、まちで

解決していくこと＝自治体の施策に反映させることになります。継続的な「まちの仕組み」

として子ども会議を育てていくところにあります。（関西子どもの権利条約ネットワークより） 
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＜２０１８年度わが町にしなり子育てネット運営方針（案）＞ 

 

でも、大きな壁が現存します。実はそれは、おとなだと思っています。どうしたらおとな

の考えを変えることが出来るのでしょう。子どもと向き合う私たちは、子どもと出会い関わ

る中で、自分自身の考えがひっくり返された体験を持っています。その体験こそが大人を変

えることの力になると思っています。 

自治体での「子ども条例」制定に尽力を注がれている浜田氏の言葉です。 

「子どもの参加が、おとなを巻き込んでいくんです。子どもの参加を積み重ねることで、

やがて子どもが提案し、子どもが計画し、子どもが夢をカタチにしていきます。それは、お

となが子どものためにしてあげる事ではなく、『おとなも変わっていくこと』です。子どもが

動くことで、おとなも巻き込まれ、新しいものをいっしょにつくっていくことです。」 

そのために、今年度は、特に私たち自身が「子どもにやさしいまち『実現戦略』をリアル

に考え、条例の作り方を専門家のお力を借りて学んでいきたいと考えています。 

 

1 つ目の 2018 年度のネットの運営目標です。子どもの参加をまちのしくみに！ 

合言葉です。「こどもが変える🐸⇒おとなが変わる🐸⇒しくみは変わる🐸」 

  

2 つ目の 2018 年度のネットの運営目標です。 

子育て・子育ち応援隊！＝ぴよちゃんバンクの意義の普及活動です。 

親支援・子支援の意味、必要性への学習会を開催します。 

 

合言葉です。「知る  ⇒  変わる  ⇒  動こうや！」 

 

   

 

                   （わが町にしなり子育てネット代表 荘保 共子）  
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Ⅳ．２０１8 年度 各活動計画 

 

１． 講習講座活動 

 

① 第２０回子育ての集い 

 

「いつでも どこでも みんなで子育て」を合言葉に、立ち上がった私たちの街のネットワーク 

＜わが町にしなり子育てネット＞は、2000 年 5 月に発足いたしました。 

発足に先駆けて区内の子育て支援施設などが協力し合って初めて実施した催しこそが「子育て

の集い」で、今年度は「第 20 回」という記念の開催回を迎えます。 

 

◆ 2018 年度「第２０回子育ての集い」は、下記の日程で実施予定です。 

【実施日時】201９年 3 月７日（木） 午前 10 時～正午（予定） 

【前日準備】201９年 3 月６日（水） 午後 2 時～    （予定） 

【場    所】西成区民センター 1 階 大ホール 

【主 担 当】北津守保育所（修行）・松通保育所（東岡） 

  

 記念すべき回ではございますが、「特別に華やかな！」というイメージではなく、これまでの取

り組みやつながり、出会いなどを振り返りつつ、また、新たな…温かな出会いの場の実現のため

のいつも通りの「子育ての集い」にしたいと考えております。 

多くのみなさまのアイデアやご出展等の参加・ご協力をお願いいたします。 

 

（文責：わが町にしなり子育てネット事務局 高岩 薫） 

 

 

２．広報活動 

①ハギッズ編集委員会 

 

平成 30 年度も西成区役所子育て支援室が「にしなり子育て情報誌」として引き続き発行し、わ

が町にしなり子育てネットは、編集・配布・新規配架先の開拓し 多くの人に認知してもらえる

よう 活動を続けていきます。 

 

(岸里つどいの広場 すまいる 相原 祐子) 
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② ホームページ編集ボランティアグループ たんぽぽ 

   

1. 平成 30 年度 活動目標 

 トップページ以外のページ更新が行われていないので、今年度はウエブサイトの中身を整理し

ていきたいと考えます。 

 近年にはそれぞれの施設・グループのホームページ保有やフェイスブック開設が進んでいるよ

うなので、子育てネットのホームページの中で繋がりを持てるように紹介・掲載していきたいで

す。 

 

2. 実施日程・内容・その他 

実施予定 計画内容 

4 月 ・ サイトの運営と管理 

・ 活動報告と活動計画作成 

 

5 月～3 月 ・ サイトの運営と管理の仕方を検討 

・施設・グループのサイトなどを掲載する 

※お願い 

 ウエブサイトが子育てネットのホームページに掲載されていないときは、お知らせください。 

 

（ホームページ編集ボランティアグループ たんぽぽ 湯川 二三四） 

 

 

３．子育てサークル活動 ～サロン０・１・２より～ 

 

① 第１3 回 西成大好きふれあい運動会の実施について 

 

「西成区民センター大ホール」吊り天井改修工事のため、開催の危ぶまれた昨年度でした

が、＜FUT-MESSE 天下茶屋＞さまのフットサルコートをお借りして実施させて頂くことが

できました。 屋内でありながら、屋外の風と光を肌に感じることのできる会場で、親も子

もスタッフも、開放感にあふれ、のびのびとした運動会を開催させていただくことができ、

感謝の気持ちでいっぱいです。 

この場をおかりして、FUT-MESSE 天下茶屋さまに、一同 心よりの感謝を申しあげます。 

 

  ◆今年度は、西成区民センターに会場をもどし、次の日程で開催予定です。 

＊２０１8 年１０月２４日（水）前日準備 

＊２０１8 年１０月２５日（木）開催当日  

 

（文責：事務局 西成区子ども・子育てプラザ） 
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② 公園ひろば 

 

 【場所・実施日・時間】 橘東児童遊園地…毎月第 2 金曜日 

             玉出西公園………毎月第 3 火曜日 

                          天下茶屋公園……毎月第 4 火曜日 

             ※いずれも午前 10 時 45 分～11 時 30 分 

              ※夏季・冬季に休止月あり。７・８・１・２月の予定。 

 

 【内 容】 自然遊び・手あそび・ふれあいあそび・絵本の読み聞かせ・体操など 

 

今年度も「西成区子育て支援施設連絡会」メンバーとわかくさ保育園（あおぞら保育）のご協

力をいただき、従来通りの３園で、継続実施する。 

子育て支援施設やサロンを利用していない乳幼児親子との出会いの場として、また、屋外なら

ではの遊びを乳幼児ともに楽しむ場として、大切にしてきた「公園ひろば」。さらに広く周知を心

掛け、ネットワークに属さない乳幼児親子に対し豊富な子育て情報を届け、地域との温かい繋が

りづくりに役立てていきたい。 

                     （文責：事務局 西成区子ども・子育てプラザ） 

 

③ びーんず・くらぶ 

１．継続的な取り組み 

 ・親子サロン 毎月第 3 水曜日 午後 1 時 30 分～3 時  

 ・乳幼児健診での周知、広報活動 

 

２．新しい取り組み 

・ＳＮＳの活用 

2017 年度も活用を計画したものの、実現に至りませんでした。 

2018 年度こそ、情報発信のツールとして活用を検討しています。 

 ・出張びーんず・くらぶ 

  地域の子育てサロンや他施設で、在宅の多胎児親子がいらっしゃると情報があれば、その施

設にスタッフが出張し、情報提供や定例サロンへお誘いしてみることなど、検討しています。 

  

（つどいの広場せいか  田中 洋子） 

 

④ 保育ボランティアグループすみれ  

今年度はぜひ、保育ボランティア講座を実施し、新メンバーを募りたいと計画しています。 

次世代にこのボランティアの活動を続かせるためにも、すみれの活動に賛同してくれ、保育者の

募集や、助成金の申請などを手伝ってくださる方の育成もできれば良いと考えています。 

ご協力よろしくお願いします。  

（文責：保育ボランティアグループ・すみれ 代表 金田 久子） 
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４．児童虐待防止のための活動 

① 西成区子育て支援施設連絡会 

 区役所の子育て支援担当やコンシェルジュをオブザーバーとして、子育て支援センター、地域

子育て支援拠点事業実施施設、児童健全育成事業実施施設などにより構成され、2018 年度も隔

月(奇数月)に 1 回、子育て支援定例会議(子育てネット定例会)の前日に開催していきます。 

この連絡会では、乳幼児から 18 歳までの幅広い年齢の子どもたちやその親たちについての課

題を共有して連携を取り合ったり、乳幼児健診時等の情報提供やハギッズの編集作業の協力、公

園ひろばの実施、わが町にしなり子育てネット主催のイベントなどの役割分担を担っていきます。 

(文責：今池こどもの家 勝山 美紀) 

 

② ぴよちゃんバンク／家庭訪問型子育て支援事業 

子育てに向き合う時、身近に相談したり、手助けしてくれる人の存在があれば、しんどい気持

ちが少し軽くなったり、思いつめていた気持ちがほぐれる瞬間に出会えることでしょう。 

既存の子育て支援や制度の中ではカバーしきれないが、どうしても必要だ…と感じてくださるご

家庭に対して、ぴよちゃんバンクの活動を続けて参りましたが、ニーズが高まると多くの課題が

見えてくるようになりました。 

 ボランティアという立ち位置だけでは、寄り添いきれない状況に出会うこともあります。 

 生まれくる生命
い の ち

を温かく包み、育むためには、その生命を育てる方たちを尊重し、しんどさや

悩みを分け合えたり、必要な時に SOS を発信できる環境や関係性が必要です。 

 この環境を整え、信頼できる関係性を築くためには、このためのスキルや志をもった人的な資

源や、これらをコーディネートする専門性をそなえた方の存在が不可欠だと思われます。 

 「いつでも どこでも みんなで子育て」 「すべてはこどもたちのために…」 

を実現するために… 

私たちの町に、安心して子育てに向き合えるしくみやしかけがほしいと心から願っています。 

小さな生命を温かく守れる町は、その生命をとりまくすべての世代の方の心も生命をも包み込み、

大切にできる町になると願い 信じるからです。  

 （文責：ぴよちゃんバンク 高岩 薫） 

 

 

③ ぴよちゃんネット 

ぴよちゃんネットでは、今年度も「安心できるつながりづくり」を目標として、子育てに関する

お役立ち情報の配信・発信はもちろんのこと、人と人あるいは人と場所が安心してつながれるよ

うなきっかけづくりを更に進めていきたいと思います。 

具体的には、まずお母さんお父さん（乳幼児の保護者に限らず、が特徴です☆）のニーズの把握

に努めること。そのニーズをできるだけ反映させて、毎月１回開催するイベントの内容や方法を

充実させていくこと。また、参加されるお母さんお父さん自身にも、希望や意見を出してもらう

ことでこの活動の当事者になり、どなたでも＜ぴよちゃんネットサポーター’ｓ＞として活動を

共にしてもらえるのだということを知ってもらうこと。そうすることで＜ぴよちゃんネットサポ

ーター’s＞の方々を増やし、これからの活動の幅をさらに広げてゆけたらと強く強く思います。 
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そのためにも、このぴよちゃんネットの活動のことをもっと多くの方に知ってもらい、子育て 

ネットの加盟団体の皆さんにはぜひこの活動の運営にも関心を持ってもらいたいと思います。 

活動を継続していくには、運営スタッフ体制を整えることは大変重要です。皆さんがそれぞれに

持っておられるちょっとした特技、趣味などが本当に活かされる場であり、皆さん自身が活動を

通して「安心できるつながり」を実感できる場です。ぜひぜひ、一度ぴよちゃんの活動に参加し

てみてください。皆さんのご意見・ご参加お待ちしております☆ 

                 （文責：ぴよちゃんネットサポーター’s 植月 智子） 

５．発達応援活動 

①発達が気になる子どもと保護者の応援団 ～ほっとサロン・あん  

2018 年度の計画として、基本方針を軸に定例サロンの開催と小学生グループ保護者交流会、保

護者向けの学びの会を実施します。 

また、親子のニーズに沿って関係機関との連携を図ります。 

基本方針 

・あそびを通して、日常の生活の中でできる工夫を、子育ての視点で考えよう。 

・自分ひとりじゃない、と実感できる、つながり作りの場にしよう。 

・みんなで一緒にアイデア（案）を出し合い、心配を安心にかえていこう。 

『ほっとサロン・あんはみんなで作る 安心の場』 

活動計画 

〔定例サロン〕 

 ・日 時：毎月第 3 土曜日 午後 1 時 30 分～3 時 30 分前後にスタッフミーティングを実施） 

 ・場 所：西成区子ども・子育てプラザ プレイルーム 

 ・対 象：就学前児と保護者（きょうだい参加可） 

 ・内 容：親子が一緒に過ごし、スタッフも加わって自由に遊びながら、保護者から日頃の       

様子や気になっていることを聞き、アドバイスや必要な情報提供を行います。 

また、スタッフや他の保護者が、子どもたちとどのようにかかわっているかを見る 

中で、保護者自身の発見や気づきを促し、日常生活の中でできる工夫や手立てにつ

いて皆で意見を出し合い、家庭での取り組みに繋げています。 

アドバイザーとして今川学園より今木智子先生を迎え、子どもたちとのかかわり方 

についてスタッフにアドバイスをいただいています。 

事前ミーティングと事後の振り返りを丁寧に行い、その内容を個別にまとめて保護 

者にメールで返し、やりとりすることで月中のコミュニケーションをはかります。 

  

〔小学生グループ保護者交流会〕 

 ・就学後のフォローとして開催します。（学期に１回程度 年間 3 回実施） 

 ・場 所：西成区社会福祉協議会 西成区役所合同庁舎 8 階 会議室（るーぷ） 

      （西成区社会福祉協議会のご協力により、継続してお借りします。） 

〔まなびの会〕 

 ・利用者限定 保護者向け学習会 ・公開講座 （ほっとサロン・あん 関口淑枝、田中洋子） 
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6. 子育ち応援活動 

①第 15 回 子ども元気まつり 

にしなり☆あそぼパーク project 

 

開催日時 2018 年 5 月 26 日（土） 11:00～15:00 

 

会場 長橋公園 

 

主催 わが町にしなり子育てネット・にしなり☆あそぼパーク project 

後援 長橋連合振興町会、にしなり隣保館スマイルゆ～とあい、西成区社会福祉協議会、西成区

地域福祉アクションプラン推進委員会、西成区社会福祉施設連絡会、西成区児童虐待防止・子育

て支援連絡会議、西成区民生委員児童委員協議会 

協力 西成消防署、塩崎おとぎ紙芝居博物館、こもれびカフェ、火の鳥、エートル社会福祉士事

務所 

内容 

フリーマーケット 有志による出店。 

フードコーナー 施設やボランティアグループ、地域のお店も出店！ 

アートワークショップ 

（アートロード） 

ろう石やチョークで長橋小学校前の道路に自由にお絵か

き！ 

最近見なくなった光景を子ども元気まつりで復活！様々

な芸術作品が生まれそうです。 

ぴよちゃんランド 乳幼児対象に手遊びや体操などをします。 

かえっこバザール おもちゃをポイントに交換。ポイントで色々なものに交

換！ 

冒険あそび ターザンロープやモンキーロープ、ブランコなど 

昭和あそび 3 丁目 コマやけん玉など昔懐かしいあそびのコーナー 

青空卓球 青空のもとで卓球をしよう！ 

けん玉達人のけん玉コーナー 達人のけん玉の技を披露してもらったり、技を教えても

らいます。 

おもちゃすくい 長橋連合振興町会の方によるコーナーです。 

エコキャップで笛作り 建物を持たない西成児童館の会の方による手作りあそび

コーナーです。 

科学あそびや手作りおもちゃ作り 西天下茶屋ボランティアグループによるコーナーです。 

くるみボタンアクセサリー作り 山王こどもセンターの方によるコーナーです。 

災害時におけるロープ結び体験 西成消防署の方々によるコーナーです。 

指編みコーナー 西成区社会福祉協議会のボランティアさんによるコーナ

ーです。 
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紙芝居 塩崎おとぎ紙芝居博物館による街頭紙芝居が見られま

す。 

体力測定コーナー 西成民主診療所による、簡単な体力測定ができます。 

子ども権利条約クイズラリー 子どもの権利条約フォーラム実行委員会による、子ども

にとってわかりやすく権利について知るコーナーです。 

こどもあおぞら会議 長橋公園の真ん中で大人に言いたい事等を叫びます。 

ガチャ ガチャガチャを回すと、素敵な景品がゲットできます！ 

 

 

今回は、初めての開催場所である、長橋公園で子ども元気まつりを開催します。 

色々なコーナーを通じて、多世代の人々がたくさんつながることができ、公園が賑わい活性化で

きる一日になればと思います。 

また、子ども元気まつりは様々な人達の協力によって成り立っているので、感謝の気持ちを忘れ

ることなく、こどもたちの笑顔の為に、こどもと大人、皆でこのまつりを盛り上げて行きたいと

思います。 

                       

（文責：西成区子ども・子育てプラザ 岩本 守） 

 

③  松通公園あそびの広場 

     2018 年 05 月 20 日  第 56 回 松通公園あそびの広場（メイン：段ボールオーブンピザ） 

2018 年 07 月 22 日  第 57 回 松通公園あそびの広場（メイン：白玉だんご） 

2018 年 09 月 02 日  第 58 回 松通公園あそびの広場（メイン：〇〇流し） 

2018 年 11 月 03 日  第 59 回 松通公園あそびの広場（メイン：やきいも） 

2019 年 01 月 20 日  第 60 回 松通公園あそびの広場（メイン：もちつき） 

2019 年 03 月 17 日  第 61 回 松通公園あそびの広場（メイン：棒パン） 

 

～活動の継続性のために～ 

2006 年 6 月に建物を持たない西成児童館を立ち上げて

から 12 年が経過。今年度も２か月に 1 回ペースでの定期開

催を予定しています。チラシは年間の日程を入れたものを作

成して１枚渡すだけで周知できるようにしました。 

今年度は継続的な活動につなげる意図をもったあそびの広

場の運営を考える年にしていきたいと思います。かえっこの

ように子どもたちが運営に関わり、やりがいを見いだせてい

る部分をほかのコーナーでも応用できたらと考えています。 

 

 

 

 （建物をもたない西成児童館の会 工藤 正和） 
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Ⅴ．2018 年度会計予算（案） 
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Ⅵ．わが町にしなり子育てネット会則 （案） 

 

（名称） 

   第 1 条 この会は、わが町にしなり子育てネットという。 

（事務所） 

   第 2 条 この会の事務所は、事務局を担当する施設内におく。 

（目的） 

   第 3 条 この会は、次のことを目的とする。 

     (1)子育てにかかわる多くの人たちが集まり、「子どもの権利、子どもの育つ力、子どもを

育む力、子どもを支える力を支援する活動」をみんなで進めていくために子育てネット

ワークを拡げる。 

     (2)子育てにかかわる人たちの連携により、「子どもたちがすくすく育つ町、にしなり」を

めざし、子育てにやさしく、子どもの育ちを支える地域づくりを進める。 

 

 （活動） 

   第 4 条 この会はその目的を達成するため次の活動を行う。 

      (1)就学前の乳幼児の子育て家庭支援の活動 

      (2)１８歳未満児童の子育ち支援の活動 

      (3)参加団体・機関等の情報交換、連携活動 

      (4)子育て支援の情報収集と公開 

      (5)子育てサークルの育成と支援 

      (6)児童虐待防止のための活動 

      (7)子育て講座等の開催 

      (8)子育ての集いの開催 

      (9)子育てに関わるニーズの把握と問題解決 

 

 （会員） 

   第 5 条 この会の会員は､西成区内等の子育てに関わるこの会の目的に賛同した関係機関・施

設・   団体・個人とする｡ 

 （賛助会員） 

   第 6 条 この会の事業を賛助する団体・会社等を賛助会員とする。 

（入会） 

第 7 条 この会に入会しようとする者は、入会申込書を事務局に提出し、役員会の承認を得

るものとする。 

 

（退会） 

第 8 条 会員は退会届を事務局に提出し、任意に退会することができる。 

会員が消散したときは、退会したものとみなす。 

 

（ 役員） 

   第 9 条 この会に次の役員をおく。 

（1） 代 表   １名、副代表 若干名、監 事 若干名、顧 問 若干名、事務局長 １名、 

事務局次長 若干名、会計 １名 

（2） 役員は総会で選出する。 

（3） 代表は、この会を代表し、その会務を統括する。 

（4） 副代表は、代表を補佐し、代表に事故あるときはその職務を代行する。 

（5） 顧問は、この会の運営に指導・助言を与える。 
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（6） 事務局長は、代表の指示を受け、活動及び事務全般を処理する。 

（7） 事務局次長は、事務局長を補佐する。 

（8） 会計は、代表の指示を受け、会計事務を処理する。 

（9） 監事は会計の監査を行う。 

(10) 役員の任期は１年とし、再任は妨げない。 

（役員会） 

   第 10 条 この会の活動の決定は､役員をもって組織する役員会によって行う。ただし軽易な

活動は代表または、活動会議が専決し、これを役員会に報告する。 

 

（幹事） 

   第 11 条 幹事は、会の日常業務の運営にあたる。 

 

（総会） 

   第 12 条 

(1)この会の活動計画、活動報告、予算、決算、会則の変更、役員の選任については総会                   

で行う。 

(2)総会は、年１回以上開催する。ただし、代表が必要と認めたときは開催しなければな

らない。 

(３)総会の議事は、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決す

るところによる。 

 

（会計） 

   第 13 条 

(1)この会の経費は助成金その他の収入をもってあてる。 

       (2)この会の会計年度は毎年４月１日から翌年３月３１日とする。 

（会議） 

   第 14 条 この会の活動を推進するため、次の会議を置くことができる。 

       (1)ボランティア活動の企画・推進のための会議 

       (2)公的関係機関との連携・協力のための会議 

       (3)各種活動を推進するための専門別会議 

       (4)代表の指示の下で活動・事務等を処理調整する事務局会議 

 

(付則) 

     （１） この会は、２０００年５月２４日発足する。 

      （２） ２０００年９月 22 日に一部会則を変更する。 

      （３） ２００１年５月 29 日に一部会則を変更する。 

      （４） ２００２年５月 16 日に一部会則を変更する。 

      （５） ２００５年５月 12 日に一部会則を変更する。 

    （６） ２００６年６月 １ 日に一部会則を変更する。 

（７） ２００７年６月 ７ 日に一部会則を変更する。 

（８） ２００８年６月 12 日に一部会則を変更する。 

（９） ２０１２年６月 14 日に一部会則を変更する。 

（10）２０１３年６月 13 日に一部会則を変更する。 

（11）２０１７年６月 ８ 日に一部会則を変更する。 

（12）２０１８年６月 14 日に一部会則を変更する。 
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Ⅶ．組織 

 

組織について 
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ぴよちゃんネット 

 

 

 

総 会 

年 1 回 

役員会・事務局会 
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加盟団体の自主的活動 

随時 

 

《構成》 

代表、副代表 

顧問、事務局長 

事務局次長 

事務局、会計 

 

《構成》 

幹事および 

子育てネットに加盟する

施設・役所・団体・ 

個人の子育て支援関係者 
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役員・幹事について 

◆役員（案） 

代表 荘保 共子 NPO 法人 こどもの里 

副代表 蕨川 晴之 石井記念愛染園 わかくさ保育園 

監事 中  雅美 大阪市立千本保育所 

顧問 谷川 雅彦 NPO 法人子育て運動えん（元代表）  

事務局長兼会計 岡田 信治 NPO 法人 子育て運動えん 代表理事 

事務局次長 西野 伸一 石井記念愛染園 わかくさ保育園 

事務局次長 関口 淑枝 NPO 法人 こどもの里 

 

◆幹事（案） 

幹事 寺本 良弘 ゆ～とあい にしなり隣保館 

幹事 湯川 二三四 ホームページ編集グループ たんぽぽ 

幹事 松村 若子 かえっこクラブ 

幹事 田村 昭 日本ボーイスカウト大阪第 106 団 

幹事 鶴見 修巳 日本ボーイスカウト大阪第 44 団 

幹事 出水 敦美 建物をもたない西成児童館の会 

幹事 前田 梨少子 病児保育室 まつぼっくり 

幹事 
畑野 慶子 

田中 洋子 
つどいの広場 せいか 

幹事 岡田 かおり 聖化保育園 

幹事 勝山 美紀 今池こどもの家 

幹事 
前島 麻美 

升田 理子 
山王こどもセンター 

幹事 
宿谷 尋子 

岸田 みどり 

松之宮保育所 

西成子育て支援センター 

幹事 
東岡 美穂 

小森 由里子 

松通保育所 

松通子育て支援センター 

幹事 修行 敦子 北津守保育所 

幹事 
木岡 剛 

古西 香織 
西成区保健福祉課 子育て支援室 

幹事 
高橋 育美 

本田 弘美 

 

西成区保健福祉課(地域保健活動） 

幹事 
松山 智子 

浅井 光彦 

 

 

大阪市立西成図書館 

幹事 
藤原 一男 

小林 文子 
西成区社会福祉協議会（地域活動） 

幹事 

 

岩瀬 直美 大阪市立玉出幼稚園 

幹事 藤田 加代子  大阪市立天下茶屋幼稚園 

幹事 相原 祐子 岸里つどいの広場 すまいる 

幹事 
吉本 隆太 

藤原 秀之 

 

大衆食堂ちとり家 

幹事＜事務局＞ 高岩  薫 西成区子ども・子育てプラザ 



 

  

2018年度 わが町にしなり子育てネット登録団体一覧 2018年6月14日現在

ＩＤ 団  体  名 代表者（施設長） 担当者 電  話 Fax 郵便番号 住所２ 住所３ 住   所  ４ 備　考

1 さくら組 相原　祐子 6658-4528 6658-4528 557-0033 西成区 梅南1-2-6 子ども・子育てプラザ内

2 ラポール 比嘉　勝利 比嘉  勝利 6658-4528 6658-4528 557-0033 西成区 梅南1-2-6 子ども・子育てプラザ内

3 たんぽぽ〈ホームページ編集部〉 湯川　二三四 6658-4528 6658-4528 557-0033 西成区 梅南1-2-6 子ども・子育てプラザ内

4 すみれ〈保育ボランティアグループ〉 金田  久子 6658-4528 6658-4528 557-0033 西成区 梅南1-2-6 子ども・子育てプラザ内

5 こあら〈保育ボランティアグループ〉 宮城　安子 6658-4528 6658-4528 557-0033 西成区 梅南1-2-6 子ども・子育てプラザ内

6 にしなりかえっこクラブ 松村　若子 出水 敦美 6658-4528 6658-4528 557-0033 西成区 梅南1-2-6 子ども・子育てプラザ内

7 西天下茶屋ボランティアグループ 森本　秀雄 6658-4528 6658-4528 557-0033 西成区 梅南1-2-6 子ども・子育てプラザ内

8 日本ボーイスカウト大阪第44団 鶴見　修已 市橋一越・粂井雪枝 6658-4528 6658-4528 557-0033 西成区 梅南1-2-6 子ども・子育てプラザ内

9 日本ボーイスカウト大阪第106団 田村　昭 宮城　安子 6658-4528 6658-4528 557-0033 西成区 梅南1-2-6 子ども・子育てプラザ内

10 建物を持たない西成児童館の会 出水　敦美 工藤　正和 6658-4528 6658-4528 557-0033 西成区 梅南1-2-6 子ども・子育てプラザ内

11 にしなり・おもちゃ病院 鈴木　清和 6658-4528 6658-4528 557-0033 西成区 梅南1-2-6 子ども・子育てプラザ内

12 一般社団法人 塩崎おとぎ紙芝居博物館 佐野　浩一 大塚　珠代 6658-4528 6658-4528 557-0015 西成区 花園南1-12-24

13 はーと・クラブ〈ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ個人登録窓口〉 6658-4528 6658-4528 557-0033 西成区 梅南1-2-6 子ども・子育てプラザ内

14 サポーティブハウス連絡協議会　陽だまり組 宮地　泰子・宮地　恭一郎 宮地　恭一郎 6641-9567 6646-5869 557-0004 西成区 萩之茶屋2

15 おもちゃ図書館パンダ 久保　好子　 6656-0080 6656-0083 557-0041 西成区 岸里1-5-20 西成区社協内

16 サークル ハーブと野菜 佐々木　優子 6658-4528 6658-4528 557-0033 西成区 梅南1-2-6 子ども・子育てプラザ内

17 アレルギーサークルあれん会 福井　恵 6658-4528 6658-4528 557-0033 西成区 梅南1-2-6 子ども・子育てプラザ内

18 学校に行きたがらない子を持つ親の会「フラワーズ」 小川　清美 小川　清美 090-3920-5214 ― 557-0033 西成区 梅南1-2-6 子ども・子育てプラザ内

19 西成民主診療所 病児保育室 まつぼっくり 別所　義正 前田　梨少子・山口　春奈 6656－6105 6656-6201 557-0034 西成区 松2‐1‐35　３階

20 （NPO）こえとことばとこころの部屋（ココルーム） 上田　假奈代 6636-1612 6636-1612 557-0002 西成区 太子2-3-3

21 大衆食堂ちとり家 吉本　隆太 藤原　秀之 6562-1389 6568-2378 557-0025 西成区 長橋2-4-34

22 こもれびカフェ×えほんとごはん 四宮　博子 四宮　博子 6631-6138 ― 557-0032 西成区 旭1-7-17 こども食堂

23 株式会社ロイヤル 山本　健一 6634-0015 6634-0016 557-0016 西成区 花園北2-18-11 シエール花園101 こども食堂開設予定

24 株式会社SPROUT（スプロウト） 塚本　利英 末原　雅識 6655-4357 6655-4358 557-0034 西成区 松1-3-8 ル・クール花園301 こども食堂開設予定

25 西成子育て支援センター 宿谷　尋子 岸田　みどり 6562-6308 6562-6308 557-0032 西成区 旭2-7-17 松之宮保育所内

26 松通子育て支援センター 東岡　美穂 小森　由里子 6658-9155 6658-9155 557-0034 西成区 松3-2-36 松通保育所内

27 つどいの広場 せいか 畑野　順一 畑野　慶子 4398-5326 6653-0701 557-0054 西成区 千本中 2-7-6

28 つどいの広場 すまいる 岡田　信治 相原　祐子 080-9122-2335 ― 557-0041 西成区 岸里3-2-2　岸里福祉会館

29 つどいの広場 こどもの里 荘保　共子 関口　淑枝 6645-7778 6645-7778 557-0004 西成区 萩之茶屋2-3-24

30 ファミリー・サポート・センター西成 高岩　薫 古賀　依枝 6658-4529 6658-4529 557-0033 西成区 梅南1-2-6 子ども・子育てプラザ内

31 子ども家庭支援員事業 関口・相原・東浦・高岩 6659-9824 6659-9468 557-0041 西成区 岸里1-5-20 西成区　保健福祉課　子育て支援室

32 西成区　保健福祉課　子育て支援担当 田中　登美子 木岡　剛・古西　香織 6659-9824 6659-9468 557-0041 西成区 岸里1-5-20 西成区　保健福祉課　子育て支援室

33 西成区　保健福祉課　地域保健活動　 高橋　育美 本田　弘美 6659-9968 6659-9085 557-0041 西成区 岸里1-5-20

34 ヒューマンインクルーシブセンタークリエバ 多端 千晴 岡田　光司 6567-7115 6567-7116 557-0025 西成区 長橋3-1-17

35 大阪市こども相談センター 岸本　弘子 巽　由美子 4301-3100 6944-2060 540-0003 中央区 森ノ宮中央1‐17‐5

36 大阪市立西成図書館 松山　智子 浅井　光彦 6659-2346 6659-8599 557-0041 西成区 岸里1-1-50

37 西成区社会福祉協議会（地域活動） 藤原　一男 小林　文子 6656-0080 6656-0668 557-0041 西成区 岸里1-5-20 西成区合同庁舎8階

38 大阪市立千本保育所 中　雅美 興梠　妙子 6651-0073 6651-0073 557-0055 西成区 千本南2-11-20

39 大阪市立天下茶屋保育所 藤原　幸美 稲垣　祥子 6653-6010 6653-6010 557-0011 西成区 天下茶屋東2-1-12

40 大阪市立長橋第２保育所 山下　有子 中納　節代 6562-0016 6562-0082 557-0023 西成区 南開1-7-7



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41 大阪市立北津守保育所 修行　敦子 山本　直美 6561-5525 6568-4789 557-0061 西成区 北津守3-5-32

42 大阪市立松之宮保育所 宿谷　尋子 前田　尚子 6567-3460 6567-3470 557-0032 西成区 旭2-7-17 

43 大阪市立南津守保育所 木下　京子 吉田 尚美 6658-4818 6658-4818 557-0063 西成区 南津守2-4-61

44 大阪市立松通保育所 東岡　美穂 笠井　みゆき 6659-2900 6659-2900 557-0034 西成区 松3-2-32

45 社会福祉法人白鳩会　大阪市立山王保育所 椋本　陽子 村中　朋美 6633-7966 4393-8850 557-0001 西成区 山王1-6-10

46 （社福）大和福祉会 大阪市立松通東保育所 濱本　美佐子 名城　亜弥 6659-4083 6659-4083 557-0034 西成区 松1-5-23

47 社会福祉法人 吹田みどり福祉会　たちばな保育園 楠橋　由美 隅田　朋子 6661-5813 6661-5813 557-0051 西成区 橘3-1-19

48 聖化保育園 畑野　順一 岡田　かおり 6659-1700 6653-0701 557-0054 西成区 千本中 2-7-9

49 花園和敬学園 山本　教道 濱田　律子 6641-0845 6644-1118 557-0032 西成区 旭1-10-1

50 玉出西保育園 谷口　昌子 摺元　佑亮 6658-8600 6658-8600 557-0045 西成区 玉出西2-20-70

51 社会福祉法人みおつくし福祉会 玉出東保育園 辻　清美 辻　清美 6653-6700 6653-3642 557-0043 西成区 玉出東1-6-6

52 暁光会ひかり学園 堀　美千代 山口　幸子 6562-0095 6562-0141 557-0061 西成区 北津守4-4-35

53 どんぐり保育園 中山　清子 中山　清子 6659-0091 6659-0091 557-0055 西成区 千本南2-9-12

54 わかくさ保育園 蕨川　晴之 西野　伸一 6633-2965 6633-2970 557-0004 西成区 萩之茶屋2-9-2

55 保育ママ・チアメイト 織田　志津子 6651-5777 6651－5777 557‐0041 西成区 岸里3‐1－9大和マンション１F

56 南大阪第一交通（株）　だいいちキッズルーム 芝辻　徹 熊谷　仁 6651-0381 6658-6662 557-0063 西成区 南津守3-1-63

57 大阪市立玉出幼稚園 岩瀬　直美 6661-4446 6661-6769 557-0044 西成区 玉出中2-13-29

58 大阪市立天下茶屋幼稚園 藤田　加代子 6661-5641 6661-5964 557-0012 西成区 聖天下1-10-34

59 NPO法人　こどもの里 荘保　共子 関口　淑枝 6645-7778 6645-7778 557-0004 西成区 萩之茶屋2-3-24

60 山王こどもセンター 前島　麻美 升田　理子 6633-8415 6633-8415 557-0001 西成区 山王2-5-4

61 今池こどもの家 小谷　啓二 勝山　美紀 6632-7020 6632-7020 557-0016 西成区 花園北2-16-26 もと弘治小学校内

62 西成区子ども･子育てプラザ 高岩　薫 6658-4528 6658-4528 557-0033 西成区 梅南1-2-6

63 西成区学童保育所（青空学童保育所） 古谷 嘉子 古谷　嘉子 6658-1056 6658-1056 557-0055 西成区 千本南2-2-3 １Ｆ

64 ＮＰＯ法人 子育て運動えん 岡田　信治 関口　淑枝 6633-2965 6633-2970 557-0004 西成区 萩之茶屋2-9-2 わかくさ保育園内

65 ゆ～とあい　にしなり隣保館 寺本　良弘 6561‐8801 6562‐1221 557‐0024 西成区 出城2－5－9パークコート１F・2F

66 大阪市西成人権協会 小林　道弘 6561-0007 6562-1221 557-0024 西成区 出城2－5－9パークコート１F・2F ゆ～とあい内

67 西成市民館 河崎　洋充 澤村　稔 6633-7200 6633-7203 557-0004 西成区 萩之茶屋2-9-1

68 児童発達支援・放課後等デイサービス　エミツリー 井ノ口　雅美 尾﨑　香織 6656-2500 6657-5518 557-0055 西成区 千本南1-17-14 タクトワン１階

69
特定非営利活動法人

クオリティー・オブ・ライフ　まつむし通児童デイサービス 吉田　津加沙 6690-0071 6690-0250 557-0042 西成区 岸里東1-24-6

70 (株)メディカル白ゆり　放課後等デイサービス　帝塚山HUG組 長澤　裕之 6629-8408 6629-8409 545-0037 阿倍野区 帝塚山1-23-14
帝塚山セントポーリアA棟‐G104

後援 西成区社会福祉協議会 住谷　誠次 藤原　一男 6656-0080 6656-0083 557-0041 西成区 岸里1-5-20 西成区合同庁舎8階

後援 西成区児童虐待防止・子育て支援連絡会議 田中　登美子 木岡　剛　・　古西　香織 6659-9824 6659-9468 557-0041 西成区 岸里1-5-20 西成区役所内

後援 西成区民生委員主任児童委員連絡会 山口　恭子 事務局　 村田 6659-9872 6659-2259 557-0041 西成区 岸里1-5-20 西成区役所内

後援 西成区社会福祉施設連絡会 関　紀生 稲田　紳五 6656-0080 6656-0083 557-0041 西成区 岸里1-5-20 西成区合同庁舎8階

連携 西成区役所　人権サロン・ネットワーク 石井　薫 6659-9743 6659-2246 557-0041 西成区 岸里1-5-20 西成区役所内

連携 西成区地域福祉アクションプラン子ども部会 西前　雅晴 小林　文子 6656-0080 6656-0083 557-0041 西成区 岸里1-5-20 西成区社協内



 

加盟団体一覧 

◆ボランティアグループ ◆保育所・保育園・地域型、事業所内保育所など

団　体　名 電　話 団　体　名 電　話

さくら組 千本保育所 ６６５１－００７３
ラポ－ル 天下茶屋保育所 ６６５３－６０１０
たんぽぽ（ホ－ムペ－ジ編集部） 長橋第2保育所 ６５６２－００１６
すみれ（保育ボランティアグル－プ） 北津守保育所 ６５６１－５５２５
こあら（保育ボランティアグル－プ） 松之宮保育所 ６５６７－３４６０
にしなりかえっこクラブ 南津守保育所 ６６５８－４８１８
西天下茶屋ボランティアグル－プ 松通保育所 ６６５９－２９００
日本ボ－イスカウト大阪　第４４団 社会福祉法人　白鳩会山王保育所 ６６３３－７９６６
日本ボ－イスカウト大阪　第１０６団 社会福祉法人大和福祉会 松通東保育所 ６６５９－４０８３
西成児童館の会 社会福祉法人　吹田みどり福祉会　たちばな保育園 ６６６１－５８１３
にしなり・おもちゃ病院 聖化保育園 ６６５９－１７００
はーと・クラブ 花園和敬学園 ６６４１－０８４５
塩崎おとぎ紙芝居博物館 玉出西保育園 ６６５８－８６００
ボランティア 陽だまり組 ６６４１－９５６７ 玉出東保育園 ６６５３－６７００

暁光会ひかり学園 ６５６２－００９５
どんぐり保育園 ６６５９－００９１

大衆食堂ちとり家 ６５６２－１３８９ わかくさ保育園 ６６３３－２９６５
６６５８－４５２８ 保育ママ・チアメイト ６６５１－５７７７

　（西成区社会福祉協議会内） だいいちキッズルーム ６６５１－０３８１

◆幼稚園
◆子育てサークルなど 団　体　名 電　話

団　体　名 電　　話 玉出幼稚園 ６６６１－４４４６
ﾊｰﾌﾞと野菜 ６６５８－４５２８ 天下茶屋幼稚園 ６６６１－５６４１
あれん会 （西成区子ども ・子育てプラザ内）

フラワーズ ０９０－３９２０－５２１４ ◆官公署など
団　体　名 電　話

西成区保健福祉課　子育て支援担当 ６６５９－９８２４
団　体　名 電　　話 西成区保健福祉課（地域保健活動） ６６５９－９９６８

西成子育て支援センタ－ ６５６２－６３０８ 大阪市こども相談センタ－ ４３０１－３１００

松通子育て支援センタ－ ６６５８－９１５５ 大阪市立西成図書館 ６６５９－２３４６

つどいの広場　せいか ４３９８－５３２６ 西成区社会福祉協議会 （地域活動） ６６５６－００８０

つどいの広場　こどもの里 ６６４５－７７７８
つどいの広場  すまいる 080-9122-2335 ◆関係団体･施設
ファミリ－・サポート・センタ－西成 ６６５８－４５２９ 団　体　名 電　話

子ども家庭支援員事業 ６６５９－９８５７ NPO法人 子育て運動えん ６６３３－２９６５
西成民主診療所病児保育室　まつぼっくり ６６５６－６１０５ 大阪市西成人権協会 ６５６１－０００７

西成市民館 ６６３３－７２００
ヒューマンインクルーシブセンタークリエバ ６５６７－７１１５

◆こどもの家・学童保育所など ゆ～とあい にしなり隣保館 ６５６１－８８０１
団　体　名 　電　話

NPO法人 こどもの里 ６６４５－７７７８ ◆こども食堂
山王こどもセンタ－ ６６３３－８４１５ 団　体　名 電　話

今池こどもの家 ６６３２－７０２０ はぎさとキッチン ６６４５－７７７８
西成区子ども・子育てプラザ ６６５８－４５２８ こもれびカフェ×えほんとごはん ６６３１－６１３８
青空学童保育所 ６６５８－１０５６ （株）ロイヤル ６６３４－００１５

（株）SPROUT（スプロウト） ６６５５－４３５７
◆放課後等デイサービスなど

団　体　名 　電　話 わが町にしなり子育てネット
エミツリー ６６５６－２５００ （ホームページ）http://haginet.2.pro.tok2.com/

まつむし通児童デイサービス ６６９０－００７１ 西成区子ども・子育てプラザ

帝塚山HUG組 ６６２９－８４０８ TEL/FAX 　６６５８－４５２８

◆大阪市地域子育て支援事業など

 

ＮＰＯ　こえとことばとこころの部屋
（ココルーム） ６６３６－１６１２

～～いつでもどこでもみんなで子育て～～

《子育てについて悩んでいませんか？》

わが町にしなり子育てネットは「いつでもどこでもみんなで子育て」を合言葉に活動しています。

さまざまな活動を通して、皆様のサポートをしていきたいと考えています。お気軽にご相談ください。

おもちゃ図書館パンダ

６６５８－４５２８
(西成区子ども ・子育てプラザ内）

 



 

 

 

 

わが町にしなり子育てネット 

＜事務局担当＞ 

大阪市西成区梅南１－２－６ 

西成区子ども・子育てプラザ 

Tel/Fax 06-6658-4528 


