H30年6月

応援券が利用できる施設・店舗のご紹介
1．お子様へ体験・教育等の機会を提供するサービス
1－1．親子参加型講座
1－1－1．親子で楽しむ学習（英語等）教室（１／２）
コード

事業者名

サービス提供場所
TEL
天王寺区上本町3-3-7
延三ビル 1～5階

111-1 めばえ国際学園

大阪本部

サ

ー

ビ

ス

内

容

『総合教育部門』
外国人・日本人の先生と共に、めばえプログラムのイマージョン教育

06-6763-2201

イングリッシュスポット
111-2
英会話学校

天王寺区玉造元町2-36
わか林ビル 4・5階
06-6764-7785
FAX 06-6764-7784
天王寺区空堀町17-24

111-3 公文式

清水谷教室
06-6777-8101
天王寺区四天王寺1-13-11
柴田ビル1階

111-4 公文式

四天王寺駅前教室
090-1489-1634
天王寺区堂ヶ芝1-5
観音寺境内観音寺ハイツ202号

111-5 公文式

桃谷教室
06-6773-3589
090-4036-2260
天王寺区北河堀町3-15

111-6 EQWELチャイルドアカデミー
06-6776-6363
天王寺区上本町6-3-31
うえほんまちハイハイタウン2階
111-7 ベビーパーク上本町教室
0120-415-181

親子分離も楽々！
111-10
知育プレスクールはぐみぃー

天王寺区生玉町2-3
小出ビル308
06-6776-8930
天王寺区上本町7-1-24
松下ビル6Ｆ スタジオＰｉｎｅ

111-11 ままtoこ ｆｕｎｔｉｍｅ
050-7119-6408

天王寺区東高津町4-24
111-16 公文式

上本町教室
06-6762-3972
FAX 06-6761-3971
天王寺区味原町1-18 杉田ビル201

111-17 公文式

真田山公園教室
080-2546-2549

対

象

定

員

0歳～
小学生

料

500円～2,000円／回（税込）

7名

『ＨＯＰクラス』
ネイティブスピーカーと歌やゲームなどを通し楽しんで英語を身につけてい
きます。
英語で自然に調和をとり、さらに社会性も身につきます。
『公文式教室』
算数・数学、英語、国語の3教科学習(選択可能)。0～2歳の時期は、学習と
遊びの境界線はありません。「もじ」「かず」に触れることで、楽しく学習
する習慣をつけていきます。「もじ」や「すうじ」の書きを学ぶための運筆
力を高める教材もあります。
『公文式教室』
算数・数学、英語、国語の3教科学習(選択可能)。0～2歳の時期は、学習と
遊びの境界線はありません。「もじ」「かず」に触れることで、楽しく学習
する習慣をつけていきます。「もじ」や「すうじ」の書きを学ぶための運筆
力を高める教材もあります。
『公文式教室』
算数・数学、英語、国語の3教科学習(選択可能)。0～2歳の時期は、学習と
遊びの境界線はありません。「もじ」「かず」に触れることで、楽しく学習
する習慣をつけていきます。「もじ」や「すうじ」の書きを学ぶための運筆
力を高める教材もあります。

『幼児コース0～6歳クラス』
無限の可能性をたくさん持つ赤ちゃんの興味を引くさまざまな教材で、天才
を育てます。

1歳半～

5名

0歳～

0歳～

0歳～6歳

1歳9カ月～
の親子

※掲載されている情報は、掲載した時点での情報です。掲載した時点以降に変更される場合もありますので、あらかじめご了承ください。
各サービスを利用される際は、事前にサービス内容や料金を確認してから予約してください。

1教科

1教科

1教科

15,120円／月（税込）

電話

15,120円／月（税込）

電話・ホームページ

2,000円／回（税込）

電話・メール
1,500円／回（60分）（税込）
5回分チケット6,000円（税込）

12組

電話・メール・ホームページ

1教科

－

0歳～

－

6,480円／月（税込）

電話

1組

0歳～

6,480円／月（税込）

電話

5組

1歳～6歳
の親子

6,480円／月（税込）

電話

6名

『知育カリキュラムの親子体操説明会』
「知育プレスクールってどんなことをするの？」の疑問にすべてお答えしな
がら実際のカリキュラムを体験して頂けます。[制作・色彩・言葉・体操・
リトミック]+知育カリキュラムと、曜日によってカリキュラムが異なります
ので、ブログでご確認ください。

『公文式教室』
算数・数学、英語、国語の3教科学習(選択可能)。0～2歳の時期は、学習と
遊びの境界線はありません。「もじ」「かず」に触れることで、楽しく学習
する習慣をつけていきます。「もじ」や「すうじ」の書きを学ぶための運筆
力を高める教材もあります。

電話・ＦＡＸ・メール・ホームページ

－

0歳～8歳
の親子

『公文式教室』
算数・数学、英語、国語の3教科学習(選択可能)。0～2歳の時期は、学習と
遊びの境界線はありません。「もじ」「かず」に触れることで、楽しく学習
する習慣をつけていきます。「もじ」や「すうじ」の書きを学ぶための運筆
力を高める教材もあります。

8,100円／月［週1回、月4回］（税込）

－

・0～3歳のベビーパーク、3～8歳のキッズアカデミー開講中です。
・TOEベビーパークは、お子さまはもちろんお母さまが元気になる親子講
座 です。
・ベビーパーク体験2回で1000円、キッズアカデミー体験1回無料も随時
行 っております。

『ファミリー英語リトミック』
英語教室とリトミック教室のベテラン講師2人で、生演奏で楽しく英語と音
楽にたっぷりふれあう貴重な60分！！
日・祝日開催なので、ご家族皆様での参加も大歓迎です。

電話

－

0歳～

金

予約方法

6,480円／月（税込）

電話・FAX・メール

1教科

6,480円／月（税込）

電話・メール

備

考

・体験型レッスンのため、イベントにより料金が異なります。
詳細はお問合せください。
・ホームページ：http://www.mebae.com/

・入会金 5,400円（次年度以降別途教材費が必要となる場合があります）
・週2回以上のクラスもあります
・メール：info@es-osaka.com
・ホームページ：www.es-osaka.com 無料体験

・月曜、水曜、木曜、土曜のうち2日 13:30～22:00
・幼児タイム（インプットタイム） 月曜 14:30～15:00
・入会金不要。会費には教材費・消費税を含みます
・ホームページ：http://www.kumon.ne.jp/

・火曜、金曜 15:00～20:00
・幼児タイム（インプットタイム） 随時
・入会金不要。会費には教材費・消費税を含みます
・ホームページ：http://www.kumon.ne.jp/

・水曜、金曜 15:30～19:15
・幼児タイム（インプットタイム）水曜 15:20～15:50
・入会金不要。会費には教材費・消費税を含みます
・ホームページ：http://www.kumon.ne.jp/

・各曜日毎に開催時間が異なりますので、詳細はお問合せください
・入会金 21,600円（税込） 、維持管理費 2,376円/月（税込）、教材費が別途
必要になります
・ホームページ：https://www.eqwel.jp/

・お子さまの月齢により開催時刻が異なりますので詳細はお問い合わせください。
・入会金 15,120円（税込）・応援券は体験レッスンの際に使用可能です。
・予約時に応援券利用の旨をお伝えください。
・ホームページ：http://www.babypark.jp/

・月曜、水曜、木曜 10:00～11:00。完全予約制につき当日参加不可。
・知育プレスクールのお月謝でもお使いいただけます。
・メール：info@hugme.club
・ホームページ：http://ameblo.jp/hugme-kids/
・2か月に1回（日・祝日開催）スケジュールはホームページをご確認ください
・5回分チケットは1年間有効、2歳の誕生日まで利用できます
・入会金、教材費、予約キャンセル料 不要
・メール：mamatokofuntime@gmail.com
・ホームページ：http://ameblo.jp/hagukumikyousitu/
・月曜～土曜 15:00～20:00
・幼児タイム（インプットタイム） 随時
・入会金不要。会費には教材費・消費税を含みます
・メール：kumonshikiuehonmathi@oak.ocn.ne.jp
・ホームページ：http://www.kumon.ne.jp/
・月曜、木曜 14:30～19:30
・入会金不要。会費には教材費・消費税を含みます
・メール：kumon-sanadayamakouen@docomo.ne.jp
・ホームページ：http://www.kumon.ne.jp/

ホームページ

QRコード

H30年6月

応援券が利用できる施設・店舗のご紹介
1－1－1．親子で楽しむ学習（英語等）教室（２／２）
コード

事業者名

サービス提供場所
TEL
天王寺区上本町1－2－11－102

111-18 公文式

真田山WEST教室
070-2280-3780
天王寺区上本町7-1-24
松下ビル6Ｆ

一般社団法人
111-19
日本こども色彩協会

06-7710-4013

天王寺区北山町3
111-20 ラボ教育センター

北山町教室
090-1893-5794
天王寺区上本町8-2-6
大阪国際交流センター

111-21 ママコミュ！ドットコム
06-6779-0098
090-1028-3719

サ

ー

ビ

ス

内

容

『公文式教室』
算数・数学、英語、国語の3教科学習(選択可能)。0～2歳の時期は、学習と
遊びの境界線はありません。「もじ」「かず」に触れることで、楽しく学習
する習慣をつけていきます。「もじ」や「すうじ」の書きを学ぶための運筆
力を高める教材もあります。
『ベビー色彩知育教室』
赤ちゃんの知性と心を育む「ベビー色彩知育教室」
たくさんの色を見て言葉がけを聞く！その2つを組み合わせることで赤ちゃ
んの右脳と左脳を刺激し、赤ちゃんの知能と創造性を育みます。

対

象

定

員

0歳～

料

金

予約方法
1教科

－

6,480円／月（税込）

電話・メール

0歳～
の親子

体験
通常

10組

1,080円／回（税込）
3,240円／回（税込）

『0歳からの絵本で子育て親子英語（プレイルーム）』
英語のお話、ソング、ナーサリーを親子一緒に、身体全体で楽しむグループ
活動です。子どもに出会ってほしい名作絵本を使用、生きた英語を耳と心と
からだで学びます。子育てサポートしあうお母様の交流の場。
50年以上続いている”ラボ教育”の実践から生まれた親子プログラム。

0歳～
の親子

『うえほんまちハロウィンパーティ＆パレード』
ハロウィンのルーツを正しく学んで楽しもう！英語のお話やハロウィンにち
なんだアイテムの手作り講座の後、地域のお店を巡ってTrick or Treat!を
楽しむパレードまでハロウィンを親子で楽しむ国際理解のイベント。

親子

電話・メール・ホームページ
体験
会費

6組

1,000円／回（税込）
4,860円／月（税込）

100組

電話・メール
保護者
子ども

1,000円（税込）
500円（税込）（3歳未満無料）
メール・ホームページ

備

考

ホームページ

QRコード

・月曜、木曜 14:30～21:00
・入会金不要。会費には教材費・消費税を含みます
・メール：kumonsanadaya@ezweb.ne.jp
・ホームページ：http://www.kumon.ne.jp/

・月１回 第2水曜 10:45～11:45 完全予約制につき当日参加不可
・入会金、教材不要
・メール：info@kodomo-shikisai.com
・ホームページ：http://kodomo-shikisai.com

・金曜 10:00～ 別途曜日相談可
・入会金：4,860円（税込） ライブラリー（絵本・CD）会員購入可
・メール：chieko8132haha@gmail.com
・ホームページ：http://www.labo-party.jp
・2018年10/28(日)
・入会金不要。講座、ワークショップ、イベントの告知や申し込みの受付はホーム
ページのほか、Facebook、Twitter、LINE＠などで行っています。
・メール：info＠mamacomu.com
・ホームページ：http://www.mamacomu.com

1－1－2．親子で楽しむ音楽教室
コード

事業者名

リトピュア リトミック
112-1
上本町教室

サービス提供場所
TEL
天王寺区生玉町2-3
小出ビル306
090-9691-1792

112-2

リトピュア リトミック
上本町教室

天王寺区生玉町2-3
小出ビル306
090-9691-1792

天王寺区玉造本町1-6-201
EQWEL♪ドレミコース
112-3
玉造音楽教室
080-8306-8870
天王寺区上汐5-6-25
クレオ大阪中央
112-4 プリモリトミック教室
080-8306-8870
天王寺区国分町2－5
PMビル5階 レンタルスペースFee
112-5 あとりえ花音
080-3104-9681
天王寺区国分町2－5
PMビル5階 レンタルスペースFee
112-6 あとりえ花音
080-3104-9681
天王寺区上本町7-1-24
松下ビル6Ｆ スタジオＰｉｎｅ
112-7 ままtoこ ｆｕｎｔｉｍｅ
050-7119-6408
天王寺区上本町7-1-24
松下ビル6Ｆ スタジオＰｉｎｅ
112-8 ままtoこ ｆｕｎｔｉｍｅ
050-7119-6408

サ

ー

ビ

ス

内

容

『生後2カ月からの親子リトミック教室 ベビークラス』
「言葉・音・動き」を組み合わせたリズム遊びで「絶対音感・絶対拍・絶対
感性」が自然に楽しく身につくカリキュラム構成。自主性を大切にしたおえ
かきリトミックなど、毎週楽しいカリキュラムを行っています。

『生後2カ月からの親子リトミック教室 リトルクラス』
「言葉・音・動き」を組み合わせたリズム遊びで「絶対音感・絶対拍・絶対
感性」が自然に楽しく身につくカリキュラム構成。自主性を大切にしたおえ
かきリトミックなど、毎週楽しいカリキュラムを行っています。
『親子リトミック教室』
ドレミコースは、独自カリキュラムのレッスン内容で集中力、リズム感、聴
く力、脳の活性化、コミュニケーション能力など、さまざまな力が楽しみな
がら身につきます。
体験レッスン1回500円も随時おこなっております。
『親子リトミック教室』
音楽やリズムを通して、無理なく子供が本来持っている力を引き出して、伸
ば していきます。
体験レッスン1回無料も随時おこなっております。

『親子で楽しむ音楽リトミック』
ピアノや楽器を使って音楽要素たっぷりのリトミック
聴力、集中力、表現力などを養い、知育やピアノ鑑賞もプログラムに取り入
れています。

『親子で楽しむ英語リトミック』
ネイティブ講師とピアノによる英語リトミック
聴く力を育み、集中力、表現力、社会性を身に着け、自然に英語を学びま
す。
『1歳からの親子リトミック＆知育』
音感・五感を高める親子ふれあいたっぷりの貴重な60分！！
季節を感じる知育活動は、リトミックで脳からの視覚・聴覚へのたっぷりの
音楽シャワーを受けた後に、スムーズに親子で楽しめる内容となっていま
す。

対

象

定

員

2ヶ月～
1歳半の親子
12組
1歳半～
3歳の親子
12組
0歳～3歳
の親子
5組
4カ月～
3歳の親子
8組
6カ月～
3歳の親子
15組
6カ月～
3歳の親子
15組
1歳～3歳
の親子
6組

料

金

予約方法
体験2,000円／回（40分）（税込）

電話・ホームページ

体験2,000円／回（40分）（税込）

電話・ホームページ

5,500円／月（税・教材費込）

電話・メール

4,000円／月（税込）

電話・メール

1,500円／回（税込）

電話・メール・ホームページ

2,000円／回（税込）

電話・メール・ホームページ
1,500円／回（60分）（税込）
5回分チケット6,000円（税込）
電話・メール・ホームページ

2カ月～
『ベビーリトミック＆リズムダンス』
1,500円／回（60分）（税込）
1歳3カ月の親子
首座りから始められる親子たっぷり生演奏の音楽とふれあえるベビーリト
よちよち歩き程度 5回分チケット6,000円（税込）
ミックとリズムダンス♪
レッスン（45分）の後、お茶会（15分）でママ友交流や育児相談もできま
6組
電話・メール・ホームページ
す。

※掲載されている情報は、掲載した時点での情報です。掲載した時点以降に変更される場合もありますので、あらかじめご了承ください。
各サービスを利用される際は、事前にサービス内容や料金を確認してから予約してください。

備

考

・毎週火曜・金曜 11:30～12:10（曜日固定制・要事前予約）
・体験レッスン時の教具セットは無料でお貸し致します。
・入会金不要、入会の際、教具費 3,500円（税込）が別途必要
・月謝制5,500円／月
・ホームページ：http://ameblo.jp/rito-pure-jyunko/
・毎週火曜・金曜 10:30～11:10（曜日固定制・要事前予約）
・体験レッスン時の教具セットは無料でお貸し致します。
・入会金不要、入会の際、教具費 3,500円（税込）が別途必要
・月謝制5,500円／月
・ホームページ：http://ameblo.jp/rito-pure-jyunko/
・毎週火曜、土曜開催（時間はお問合せください）
・入会金：3,240円（税込）
・メール：doremi.tamatsukuri@gmail.com
・ホームページ：https://www.eqwel-doremi.jp/

・木曜（月3回） （時間はお問合せください）
・入会金、教材費不要
・メール：primo.tamatsukuri@gmail.com
・ホームページ：http://www.tamatsukuri-music.com/rythmics/

・第2、第4金曜 10:35～11:30（好きな時に参加できる自由予約制）
・月2回（月1回からOK、自由選択、自由予約制）
・メール：piano-canon@outlook.jp
・ホームページ：http://piano-canon.jimdo.com

・第1、第3金曜 10：35～11：30（好きな時に参加できる自由予約制）
・入会金、教材費、予約キャンセル料不要
・メール：piano-canon@outlook.jp
・ホームページ：http://piano-canon.jimdo.com
・第4月曜 10:00～11:00
・5回分チケットは1年間有効、2歳の誕生日まで利用できます
・入会金、教材費、予約キャンセル料 不要
・メール：mamatokofuntime@gmail.com
・ホームページ：http://ameblo.jp/hagukumikyousitu/
・第2月曜 10:00～11:00
・5回分チケットは1年間有効、2歳の誕生日まで利用できます
・入会金、教材費、予約キャンセル料 不要
・メール：mamatokofuntime@gmail.com
・ホームページ：http://ameblo.jp/hagukumikyousitu/

ホームページ

QRコード

H30年6月

応援券が利用できる施設・店舗のご紹介
1－1－3．親子でからだを動かして交流（親子水泳、体操など）
コード

事業者名

サービス提供場所
TEL
天王寺区上本町3-3-7
延三ビル 1～5階

113-1 めばえ国際学園

大阪本部

サ

ー

ビ

ス

内

容

113-2 大阪市立真田山プール
06-6765-0176

天王寺区小宮町8-5
113-5 ナカムラチャイルドスポーツ
06-6774-0999

天王寺区南河堀町9-52
公益財団法人 大阪YMCA
113-6
大阪南YMCA
06-6779-8362

天王寺区南河堀町9-52
公益財団法人 大阪YMCA
113-7
大阪南YMCA
06-6779-8362

象

定

員

0歳～5歳

料

金

予約方法

ホームページ

QRコード

電話

4カ月～
曜日固定2ヶ月（8回） 10,800円 （税込）
『ベビースイミングスクール』
2歳の親子
フリー 2ヶ月（1クール）12,960円（税込）
お子様と保護者の方が一緒にレッスン
首が座ってから
お子様には「水中用おむつ」の着用をお願いします。その上から水着の着用
をお願いします。
－
受付にて事前登録

『親子あそびの広場』
とびばこ、マット、トランポリンなどの器具を使ったサーキットでダイナ
ミックに遊んだり、リズム体操や親子体操でたくさんからだを動かします。

考

・体験会へ参加された方には、幼稚園・小学校入試情報誌をプレゼント
・ホームページ：http://www.mebae.com/
7名

『ワクワク・ノビノビ！親子体操』
独自の段階的運動プログラムにより、親子で楽しく効果的にお子様の運動に
対する興味を引き出します。

備

1,000円／回（税込）

『幼児教育体験会（知能開発部門 BRAIN KIDS）』
脳科学に基づいた総合的な知能開発プログラムでお子様を育成します。

06-6763-2201

天王寺区真田山町5-109

対

1歳～2歳

8名
1歳～3歳
の親子
お問合せ
ください

1,500円／回（税込）

電話・ホームページ

500円／回（税込）

電話・メール

『親子水泳』
6カ月～
6,990円／月（税込）
プールデビューはYMCAで！
3歳未満の親子
プールの中でお子さまとゆっくりスキンシップ。今しかないこの貴重な時間
を、子育て中の皆さんと一緒に楽しみます。
20組
電話・メール
1回無料体験を随時実施しております。詳しくはお問合せください。

・毎週火曜～金曜 11:00～12:00、毎週土曜 13:00～14:00
・入会金、教材費不要
・ホームページ：
http://www.ogsports.co.jp/corp/accept/facility/tennojisports.html

・第1、第3木曜 11:00～11:50（祝日に当たる場合は休講となります）
・入会金、教材費不要
・ホームページ：http://www.nakamura-cs.com/

・木曜 10:15～11:30
・メール：minami@osakaymca.org
・ホームページ：http://www.osakaymca.jp/ymca_minami/map/

・火曜木曜 10:00～11:15 土曜 12:30～13:45
・初年度登録費 2,000円、年度会費 6,000円が必要です。
・メール：minami@osakaymca.org
・ホームページ：http://www.osakaymca.jp/ymca_minami/map/

1－1－4．親子で楽しむその他の交流（１／２）
コード

114-2

事業者名

ボーネルンド プレイヴィル
天王寺公園

サービス提供場所
TEL
天王寺区茶臼山町5-55
天王寺公園「てんしば」内
06-6777-9889

ボーネルンド プレイヴィル
114-3
天王寺公園

天王寺区茶臼山町5-55
天王寺公園「てんしば」内
06-6777-9889
天王寺区上本町6－6－27
中川ビル3階

114-4 大阪・うえろくアート
06-6779-5767

天王寺区石ヶ辻町18-25
114-5 とっとぷりすくーる
06-6773-0250
天王寺区国分町2－5
PMビル5階 レンタルスペースFee
114-6 あとりえ花音
080-3104-9681
FAX 06-6714-8498
大阪市天王寺区小宮町１０－１７
（五条小学校正門右斜め前）
114-7 ラボ教育センター

北山町教室
090-1893-5794
0120-808-743
天王寺区上汐5-6-25
クレオ大阪中央

114-8 ママコミュ！ドットコム
06-6779-0098
090-1028-3719

サ

ー

ビ

ス

内

容

『プレイヴィル 天王寺公園 1日遊べるプラン』
あそび体験を通して子どもの身体と感性を育てます。
公園のなかの、新しい家族のあそび場。
1日利用料出入自由。

『プレイヴィル 天王寺公園 1カ月遊べるプラン』
あそび体験を通して子どもの身体と感性を育てます。
公園のなかの、新しい家族のあそび場。
購入日から1カ月間ご利用可能。
『音楽と造形 親子教室』
3歳児～高校生の美術指導歴22年、音楽指導歴11年の実績を誇るうえろく
アート教室が、1歳～2歳児とお母さまを対象に音楽あそびと造形あそびを
取り入れた親子教室です。
親子で気軽に楽しみながら沢山の笑顔を生み出す空間を創り出していきま
す。
『季節イベント』
とっとぷりすくーるでは、ハロウィンやクリスマス、こどもまつり（5月）
など、親子で参加できる季節に応じたイベントを実施しています。

『季節イベント』
親子で参加できる季節に応じたイベントを実施します。講師はAndrew
John Todd ピアノは井上悦子です。親子で英語リトミックレッスンを受け
て頂くクリスマスイベントを2017年12月17日（日）語損中に開催しま
す。
『ラボ教育センター 五条小学校前教室より、季節イベントへの招待』
会員（２歳から大学生）と一緒に、季節のイベント、スクールに参加できま
す。（ソング、ゲーム、絵本、劇ごっこ、他）
異年齢の子どもと交流。4月イースター、6月外国人講師と交流、7月ラボ
の大学生と遊ぼう、8月サマースクール、9月英語劇鑑賞＆交流会、10月ハ
ロウィーン、12月クリスマス 他
『遊びがひろがる、学ぶがふかまる！積み木のワークショップ』
1歳児からの子どもと保護者、教育関係者を対象にした積み木のワーク
ショップ。
子どもの年齢や頭脳の発達に応じた楽しい積み木遊びを通して、親子のコ
ミュニケーションや遊びと学びの関わりについて学べる講座を開催。

※掲載されている情報は、掲載した時点での情報です。掲載した時点以降に変更される場合もありますので、あらかじめご了承ください。
各サービスを利用される際は、事前にサービス内容や料金を確認してから予約してください。

対

象

定

員

6カ月～
12歳の親子

料

親子1組1,500円／日（税込）

120組
6カ月～
12歳の親子

不要

親子1組4,800円／月（税込）

120組
1歳～2歳
の親子
5組
0歳～2歳
の親子
40組
０歳～
3歳の親子
15組
０歳～
の親子
5組
１歳～
の親子
クラスによって
異なります

金

予約方法

不要

2,500円／回（税込）

電話・メール

3,000円／回（税込）

電話（8:00～21:00）

2,000円／回（税込）

電話・メール・FAX・ホームページ
参加費500円～2,000円（税込）／回
（イベントにより異なる）
電話・メール
親子クラス
パパママクラス

1,000円／組（税込）
1,000円／人（税込）

メール・ホームページ

備

考

・9:00～19:00（受付18:30まで）
冬季期間（11月～2月）は9:00～18:00（受付17:30まで）
・一部入れ替え制時期があり、販売していない時がりますので、詳細はお問合せく
ださい。
・子どもだけの入場および大人の途中交代はできません。
・ホームページ：https://www.bornelund.co.jp/
・9:00～19:00（受付18:30まで）
冬季期間（11月～2月）は9:00～18:00（受付17:30まで）
・販売数に限りがあります。当日なくなり次第、終了させていただく場合がござい
ます。
・ホームページ：https://www.bornelund.co.jp/
・月3回 木曜 1歳児コース 13:00～ 2歳児コース 14:00～ 各45分間
・特別会員（応援券をご利用の参加者）の方々の入会金は不要です。
・お子さまとお母さまの服装は、動きやすく汚れてもいい服装でお越しください。
・メール：ue6art@icloud.com
・ホームページ：http://ue6art.jp/

・イベントの開催時期はホームページで告知します。
・参加費はイベントによって変動する場合があります。
・ホームページ：http://m-farc.com/totland/

・イベント開催時期はホームページ等で広報します。
・参加費はイベントによって変動する場合があります。
・メール：piano-canon@outlook.jp
・ホームページ：http://piano-canon.jimdo.com

・参加費はイベントによって異なります。詳細はお問合せください。
・メール：chieko8132haha＠gmail.com
・ホームページ：http://www.labo-party.jp

・2018年6月30日、7月1日、9月2日、12月、2019年2月に計8回開催
・入会金不要。講座、ワークショップ、イベントの告知や申し込みの受付はホーム
ページのほか、Facebook、Twitter、LINE＠などで行っています。
・メール：info＠mamacomu.com
・ホームページ：http://www.mamacomu.com

ホームページ

QRコード

H30年6月

応援券が利用できる施設・店舗のご紹介
1－1－4．親子で楽しむその他の交流（２／２）
コード

サービス提供場所

事業者名

TEL
天王寺区上本町8-2-6
大阪国際交流センター 他

114-9 ママコミュ！ドットコム
06-6779-0098
090-1028-3719
天王寺区上汐5-6-25
クレオ大阪中央
114-10 ママコミュ！ドットコム
06-6779-0098
090-1028-3719

サ

ー

ビ

ス

内

容

『ツール・ド・フランダースin大阪』
ベルギーと日本の友好のための国際理解イベント。
自転車を国技とするベルギーの文化やライフスタイルを体験し、地域の歴史
スポットを巡りながら交流を深めるサイクリングイベント。
※応援券を使用する場合は、必ず親子で参加してください。
『おやこ防災サロン』
小さなお子さんがいる家庭の防災って？日常生活の中で無理なく・無駄なく
できる効果的な防災の方法をお伝えするとともに、非常食を使ったクッキン
グやゲームなど親子で体験しながら防災についての幅広い知識が養えます。
この講座から全国最年少防災士が誕生しています。年6回程度開催。

対

象

定

員

親子

100組

親子

10組～

料

金

予約方法
保護者 3,000円／回（税込）～
同伴の3歳未満は無料
メール・ホームページ

540円／回（税込）～

メール・ホームページ

備

考

ホームページ

QRコード

・2019年3/24(日)
・入会金不要。講座、ワークショップ、イベントの告知や申し込みの受付はホーム
ページのほか、Facebook、Twitter、LINE＠などで行っています。
・メール：info＠mamacomu.com
・ホームページ：http://www.mamacomu.com
・母親向け講座は主に平日、親子向け講座は夏休みや土日祝が中心
・入会金不要。講座、ワークショップ、イベントの告知や申し込みの受付はホーム
ページのほか、Facebook、Twitter、LINE＠などで行っています。
・メール：info＠mamacomu.com
・ホームページ：http://www.mamacomu.com

2．お子様を預かるサービス
2-1．一時保育、病後児保育等の保育
2-1－1．一時保育、病後児保育等の保育（大阪市に認可外保育施設として届出を行っている施設）
コード

サービス提供場所

事業者名

TEL

サ

ー

ビ

ス

内

容

天王寺区石ヶ辻町18-25
『一時保育』
一人ひとりの個性を発揮できるよう、成長を見守り導いていきます。

211-1 とっとぷりすくーる

211-3 ヘルツこども園

211-4 リトルエンジェル保育園
06-6770-5006

天王寺区筆ヶ崎町5-52 3階
211-5 ステラプリスクール

桃坂校
06-6775-8807
天王寺区清水谷8-19
メゾン・ドゥ・レーヴ清水谷202

211-6 りぼん保育園
06-6763-5710
FAX 06-6763-5750

員

3カ月～
小学生

1歳～2歳

料

金

予約方法
0歳960円/時、1歳920円/時
2歳900円/時、3歳860円/時（税込）
電話（8:00～21:00）

4,000円／日(税込）

『一時預かりサービス』
家庭的な雰囲気で手あそび歌、絵本など楽しめる保育を心がけています。
3名

06-6771-2983

天王寺区四天王寺2-2-13

象

定

40名

06-6773-0250
天王寺区生玉前町4-6
ミノハイツ201号室

対

『一時預かりサービス』
乳幼児を中心とした少人数、異年齢の交流を大切に、いたわりや思いやりの
心が自然と育つ環境です。

『一時預かりサービス』
私達は”寄り添う”保育を実践します。
お子様一人ひとりの個性や才能を大切に見つめ、誰もがもっている「素晴ら
しい力」をのびのびと育んでいけるよう、子どもたちに”寄り添い”ます。

『一時預かり保育サービス』
家庭的な雰囲気の中で少人数でしっかり保育します。
送迎もあります。（有料）

6カ月～2歳

電話
6,000円／日（税込）
900円／時（税込）

2～3名
4カ月～
未就学児
47名

4カ月～5歳

5名

電話

0歳児お預かり

2,592円～（税込）

電話
0歳 1,000円／時、1歳 900円／時
2歳 800円／時（税込）
電話・ＦＡＸ・メール・ホームページ

備

考

ホームページ

QRコード

・月曜～土曜 8:00～21:00 休園日：日祝・8月13～15・12月30日～1月3日
・18:00以降の料金は異なります。詳しくはホームページを参照ください。
・ホームページ：http://m-farc.com/totland/

・月曜～土曜 9:00～17:00（第２・第４土曜を除く）
・入会金 5,000円（税込）
・ご利用前に面接を行います（面接・見学→登録）
・定員少人数の為、利用・予約できない場合もあります

・月曜～金曜 8:00～18:00（土曜は要相談）
・ご利用前に面接有り（詳細は電話にて問合せください）
見学→面接→登録申込及び健康診断書の提出→ご利用となります
・ホームページ：http://www.ans.co.jp/n/littleangel/

・料金は条件によって異なりますので、詳細はお問合せください
・施設定員が47名のため、日によってご利用・ご予約できない場合があります
・ホームページ：http://www.stellanet.com/osaka/

・月曜～金曜 8:00～18:00
・入会金、登録料、年会費不要
・ご利用前に面談させて頂きます。
・メール：info@ribbon-nursery.com
・ホームページ：http://ribbon-nursery.com/

2-2．託児サービス
2ー2－1．イベントでの託児サービス
コード

事業者名

一般財団法人
221-1 大阪市男女共同参画のまち創生協会
（クレオ大阪中央）

サービス提供場所
TEL
天王寺区上汐5-6-25
クレオ大阪中央
06-6770-7200
FAX 06-6770-7705
天王寺区上汐5-6-25
クレオ大阪中央 他天王寺区内

221-2 株式会社

ラヴィ
06-6922-9551
FAX 06-6922-9556

サ

ー

ビ

ス

内

容

『一時保育』
クレオ大阪中央自主講座（受講料有料の講座）にかかる一時保育

対

象

定

員

1歳～
未就学児

料

金

予約方法

考

1歳～2歳 800円／回（税込）
3歳～就学前 500／回（税込）
・ホームページ：http://www.creo-osaka.or.jp/chuou/

8名

未就学児

電話・ＦＡＸ・ホームページ

500円／時～（税込）

『一時保育』
株式会社ラヴィの主催するイベントにかかる一時保育

※掲載されている情報は、掲載した時点での情報です。掲載した時点以降に変更される場合もありますので、あらかじめご了承ください。
各サービスを利用される際は、事前にサービス内容や料金を確認してから予約してください。

備

5～10名

電話・ＦＡＸ・メール・ホームページ

・講座や体験会により開催場所・スケジュールが異なります。詳細はお問合せくだ
さい。
・メール：h-osaka@lavie1.jp
・ホームページ：http://www.lavie1.jp

ホームページ

QRコード

H30年6月

応援券が利用できる施設・店舗のご紹介
2ー2－2．自宅での託児サービス
コード

サービス提供場所

事業者名

TEL
ご利用者様のご自宅

222-1 ステラプリスクール

桃坂校
06-6775-8807

ご利用者様のご自宅
株式会社 クラッシー
222-2
ファミリーコンシェルジェ関西
0797-25-7502

ご利用者様のご自宅
222-3 株式会社

ラヴィ
06-6922-9551
FAX 06-6922-9556
ご利用者様のご自宅

222-4 株式会社

タカミサプライ
06-6343-1313
FAX 06-6343-1315

サ

ー

ビ

ス

内

容

『シッターサービス』
”ベビーシッター”ちょっとだけサポートしてもらうこと。少しだけ人の手
を借りること。そこに”ゆとり”が必ず生まれます。心のゆとりはママの笑
顔を生みだし、その笑顔を見て子どもたちは成長します。
頑張るママへ、子育て応援・ベビーシッター承ります。

『シッターサービス』
お忙しい時やご用事の時のお子様のお世話、お見守りを安心してお任せいた
だけます。スポット的なご利用も可能です。

対

象

定

員

4カ月～
未就学児
－

料

金

予約方法
2,484円／回～（税込）

電話

0歳～
未就学児
－

4,946円／時～（税込）

電話

『ベビーシッターサービス』
日常と同じ環境を保ちながらお子さまの個性や能力を引出し、楽しい時間を
過ごせるようにお世話をします。
仕事やプライベートも大切な時間です！研修を受けた育児経験者がお世話を
いたします。

生後5日～
未就学児

『ベビーシッターサービス』
食事・排泄などのお世話、遊びのお相手、散歩、誘眠など、保育士や幼稚園
教諭などの資格や保育経験のあるスタッフが、お客様の育児環境をそのまま
引継ぎ、お子さまの安全を見守りながらお世話いたします。

新生児～

－

1,700円／時（税込）
（スタッフ1名・3時間～）
電話・ＦＡＸ・メール・ホームページ

－

1,793円／時～（税込）
（平日9:00～18:00）
電話・ＦＡＸ

備

考

ホームページ

QRコード

・ご利用者さまのご自宅にてサービス提供いたします
・料金は条件によって異なりますので、詳細はお問合せください
・ホームページ：http://www.stellanet.com/osaka/

・定期的なサービスもご用意しております
コンセルジュプラン・シッターサービス 12,246円／3時間～
・ご利用者さまのご自宅にてサービス提供いたします
・ホームページ：http://family-concierge.co.jp/

・応援券をご利用の方は入会金無料です。（予約時に申出お願いします）
・別途交通費（実費）が必要となります。
・メール：h-osaka@lavie1.jp
・ホームページ：http://www.lavie1.jp

・1回のご利用は3時間以上から承ります。
・入会金10,800円（税込）、年会費4,320円（税込）
・ホームページ：http://www.takamisupply.co.jp/

3．養育者を支援するサービス
3－1．産後の支援
3－1－1．産後の支援講座（１／２）
コード

事業者名

サービス提供場所
TEL

サ

ー

ビ

ス

内

容

天王寺区北山町5-6
『母乳相談、育児相談』
母乳分泌不足やトラブル時のケア､育児不安の相談。

311-5 小池助産院

311-6 小池助産院
090-5882-1472

天王寺区北山町5-6
311-7 小池助産院
090-5882-1472

天王寺区細工谷1-1-5
311-8 一般社団法人 大阪府助産師会
06-6777-5533
FAX 06-6777-5533
天王寺区細工谷1-1-5
311-9 一般社団法人 大阪府助産師会
06-6777-5533
FAX 06-6777-5533

311-10

ルーシーダットン教室
Karak+u（カラクー）

天王寺区上本町7-1-24
松下ビル6階スタジオpine
090-3978-6643

311-11

ルーシーダットン教室
Karak+u（カラクー）

天王寺区上本町7-1-24
松下ビル6階スタジオpine
090-3978-6643

象

定

員

育児中の
母親
－

090-5882-1472

天王寺区北山町5-6

対

『産後のヨガ』
母子の絆づくりに、免疫力をあげる自律整体の話もまじえながら、歩ける赤
ちゃんも含めてご参加いただけます。
※赤ちゃん連れで参加できます。

『子育て支援、親子の絆づくりプログラム』
仲間づくり､親子の絆づくり、少し先を見通した育児の基礎知識の学習を
ミッションとして長期的には、思春期より花開く0歳時期の子育てをミッ
ションとしています。

『母乳育児相談』
母乳育児に関する不安や乳房のトラブルに対する、抱き方やおっぱいの飲ま
せ方の相談。必要に応じてマッサージも行います。
卒乳の相談にも応じます。

『訪問型産後ケア』
1母乳育児相談（卒乳の相談にも応じます）
2沐浴、育児支援
『キッズ教室×ルーシーダットン（タイ式ヨガ）レッスン』
ママはスタジオでルーシーダットンを。お子さまは隣の教室で、英語やリト
ミックの先生や保育士さんと一緒に、聞いて、触れて、見て楽しみながら感
性をはぐくむ学びのスタート教室で60分を過ごします。スタッフは全員マ
マなので、ママと離れられないお子さまでも大丈夫。ママは集中して自分の
体を見つめ直す時間を楽しんでください。
『同室シッター付ルーシーダットン（タイ式ヨガ）レッスン』
0～1歳児の子連れママ向け。産後の体のメンテナンスのためのゆったり
レッスンです。レッスンスタジオ内でお子さまはママの目の届くところで絵
本やおもちゃでシッターさんと遊んだり、ママのところへいったり、自由に
過ごします。参加者は全員ママなので育児ストレス発散トークも弾みます。
体力や柔軟性に自信が無くても楽しめます。

※掲載されている情報は、掲載した時点での情報です。掲載した時点以降に変更される場合もありますので、あらかじめご了承ください。
各サービスを利用される際は、事前にサービス内容や料金を確認してから予約してください。

出産後2カ月
以降のママ
4名
2カ月～
8カ月の親子
7組
お子様
保護者の方
－
お子様
保護者の方
－
6カ月～
の親子
5組
お子様
保護者の方
5組

料

金

予約方法
初回 5,000円
2回目以降 4,000円（税込）
電話・メール・ホームページ

2,500円／回（税込）

電話・メール・ホームページ

8,000円／4回（税込）

電話・メール・ホームページ
初回5,400円（税込）
2回目以降 4,320円（税込）
電話・ＦＡＸ・メール・ホームページ
各7,560円（税込、出張料含）
1+2の御利用11,880円
電話・ＦＡＸ・メール・ホームページ

2,500～3,000円／回（税込）

電話・メール・ホームページ
体験1,000円／回（税込）
2回目以降
1,700円／回（税込）
電話・メール・ホームページ

備

考

・ご利用者さまのご自宅での対応可能。（別途出張費がかかります）
・メール：midwife.kyoko.koike@docomo.ne.jp
・ホームページ：http://www.eonet.ne.jp/~midwife/（お問合せフォーム）

・希望が多い場合、場所を変更して開催します
・赤ちゃん連れで参加できます
・メール：midwife.kyoko.koike@docomo.ne.jp
・ホームページ：http://www.eonet.ne.jp/~midwife/（お問合せフォーム）

・別途テキスト代 864円が必要です
・メール：midwife.kyoko.koike@docomo.ne.jp
・ホームページ：http://www.eonet.ne.jp/~midwife/（お問合せフォーム）

・月曜～金曜 13:00～16:00
・前日（平日）の午前中に御予約下さい。
・メール：sanzensango-osaka@josansi.org
・ホームページ：http://www.josansi.org/carecenter/

・月曜～金曜 9:00～16:00（1時間半まで）
・2営業日前までに御予約下さい。（訪問日時は要相談となります）
・メール：sanzensango-osaka@josansi.org
・ホームページ：http://www.josansi.org/carecenter/
・第1、3月曜 10:00～11:00、2カ月に1回日曜もしくは祝日
・お子さま1名で+500円。0歳児は別途シッターさん増員で+500円頂戴します。
・ヨガマット、ヨガブロック、教材は無料レンタル。教室はキッズ英語、リトミッ
クなど。
・メール：utamarukazumi@gmail.com
・ホームページ：http://ameblo.jp/nonkana-82
・隔週 月曜、火曜 11:15～12:15（60分）
・ママ1名につきお子さま2名まで。ヨガマット、ヨガブロック無料レンタル。
・応援券利用の方は、2回目以降1,700円／回（税込）を1,500円／回（税込）に
値引きします！
・メール：utamarukazumi@gmail.com
・ホームページ：http://ameblo.jp/nonkana-82

ホームページ

QRコード

H30年6月

応援券が利用できる施設・店舗のご紹介
3－1－1．産後の支援講座（２／２）
コード

サービス提供場所

事業者名

天王寺区東高津町11－3
311-12 上本町鍼灸整骨院
06-6777-5518

Love & Shanti Yoga
（ラブ アンド シャンティ ヨガ）
090-7760-9752

ビ

ス

内

容

『自宅で簡単 産後の姿勢講座』
自宅で簡単にできる、産後の正しい姿勢の作り方をお伝えします。
お子さまを抱きながらでも行えるサービスです。

日々赤ちゃんのお世話で忙しく、自分自身のカラダとココロのメンテナンスにまで、時
間を取れないママたちのためのクラスです。 赤ちゃん同伴でレッスンに来ていただ
き、途中休憩もありますので、授乳やおむつ替え等、気にせず赤ちゃんのお世話もして
いただけます。 骨盤調整をメインとする動きを赤ちゃんとのコミュニケーションを取
りながら楽しく行うクラスです。

『産後引き締めヨガ』

天王寺区大道2
Love & Shanti Yoga
311-14
（ラブ アンド シャンティ ヨガ）
090-7760-9752
天王寺区上本町9-3-1
親子カフェ Laugh Rough Laugh
311-15 産前産後専門ヨガ教室

ー

『産後リラックスヨガ』

天王寺区大道2
311-13

サ

TEL

はぴよが
080-8507-0630
天王寺区上汐5-6-25
クレオ大阪中央

311-16 ママコミュ！ドットコム
06-6779-0098
090-1028-3719
天王寺区上汐5-6-25
クレオ大阪中央
311-17 ママコミュ！ドットコム
06-6779-0098
090-1028-3719

誰のお子様、お友達のママさん、そんなライン引きは取っ払い、皆が皆のママであり子
供たちです。皆でフォローしあいながら「お互いさま、ありがとう」の気持ちでレッス
ンを行います。 緊張状態にあるココロのリラックスタイム、緩んだカラダに体型戻し
を目指したアクティブタイム、骨盤調整をメインとするプログラムで賑やかで楽しいク
ラスです。

『【託児付】産前産後マタニティ・ヨガ』
いつまでも美しく健康でいたいママの為にとっておきのヨガプログラム。
妊娠中や産後の身体の不調やトラブル緩和を目指します。ママに大人気「産
後骨盤調整」「全身調整」は一度体験すると忘れられません。レッスン中、
子どもたちは保育士スタッフがみてくれます。少人数クラスで和気あいあ
い。

対

象

定

員

保護者の方

2～4名
お子様
保護者の方
3組
お子様
保護者の方
3組
お子様
保護者の方
6組

料

金

予約方法
1,500円／回（税込）

電話・メール・ホームページ
2,800円／回（税込）
4回券10,000円（税込）
電話・メール・ホームページ
2,800円／回（税込）
4回券10,000円（税込）
電話・メール・ホームページ

備

考

・木曜 11:00～12:15 金曜 14:00～15:15
・マット、ボルスター、その他レッスンに必要なプロップス等 無料レンタル
・入会金不要。初回・体験レッスン 2,000円（税込）
・メール：love.shanti.mamayoga@gmail.com
・ホームページ：https://shanti-shanti-shanti.jimdo.com/
・火曜 11:00～12:15 木曜 14:00～15:15
・マット、ボルスター、その他レッスンに必要なプロップス等 無料レンタル
・入会金不要。初回・体験レッスン 2,000円（税込）
・メール：love.shanti.mamayoga@gmail.com
・ホームページ：https://shanti-shanti-shanti.jimdo.com/

・火曜 10:00～、11:00～（2部制）
・入会金、年会費不要。
・初回体験無料！（託児料600円別、体験当日チケット購入で完全無料）
・メール：happyoga.com@gmail.com
メール・ホームページ・
親子カフェ Laugh Rough Laughで直接 ・ホームページ：http://s.ameblo.jp/happyo-ga

2,000円／回（税込）（託児料込）
5回券9,000円（税込）

・6月20日、7月4日、18日 ほか計20講座
・入会金不要。講座、ワークショップ、イベントの告知や申し込みの受付はホーム
ページのほか、Facebook、Twitter、LINE＠などで行っています。
・メール：info＠mamacomu.com
・ホームページ：http://www.mamacomu.com

『ママのためのSNS活用講座』
子育て中の母親が単なる情報発信を超えて、自分らしい生き方・働き方を実
現するツールとしてのSNS活用にフォーカスした学びと交流のための講
座。

・2018年9月、12月に計3回開催
・入会金不要。講座、ワークショップ、イベントの告知や申し込みの受付はホーム
ページのほか、Facebook、Twitter、LINE＠などで行っています。
・メール：info＠mamacomu.com
・ホームページ：http://www.mamacomu.com

20名

QRコード

・月曜、金曜 13:00～13:30 ・2名様以上のお申込にて実施致します。
・激しい運動はしませんが、動きやすい服装でお越しください。
・メール：uehommachi@orion.ocn.ne.jp
・ホームページ：http://uehommachi-shinkyu-seikotsu.com/

『お母さんのための算数教室』
保護者の方
3,240円／回（税込）～
わが子の"咲きどき"を見極め、わが子の心身の成長と学びに寄り添える母
親、子どもの勉強を学校や塾任せにしない「算数に強い」母親を目指す、算
クラスによって
数教育の専門家の直接指導による講座。
メール・ホームページ
異なります
保護者の方

ホームページ

1,620円／回（税込）

メール・ホームページ

3－2．家事援助
3－2－1．家事援助
コード

事業者名

サービス提供場所

ご利用者様のご自宅
株式会社 クラッシー
321-1
ファミリーコンシェルジェ関西
0797-25-7502
ご利用者様のご自宅
321-2 株式会社

ラヴィ
06-6922-9551
FAX 06-6922-9556
ご利用者様のご自宅

321-3

株式会社 アライブ
（きれい家レオン）
0120-537-147
ご利用者様のご自宅

321-4 家事代行サービスのエイド
0120-540-825
ご利用者様のご自宅
321-5 株式会社

タカミサプライ
06-6343-1313
FAX 06-6343-1315
ご利用者様のご自宅

321-6 ホームサービス

サ

TEL

マムメイド
080-0888-3781

ー

ビ

ス

内

容

『シッター・家事サービス』
ご利用の回数やご予算など、お客様のニーズよりお選びいただけるシッター
サービスをご用意しております。家事のサービスと組み合わせることでより
便利にご利用いただけます。

『掃除・片づけ・家事代行』
日常の家事全般のご相談をしながら、ご要望に合わせて掃除や片づけなどを
お手伝いします。
産前産後ケアと併せたご利用も可能です。
『産前産後子育て家庭の家事代行サービス』
家事お手伝いで産前産後のお母さん、子育て中のご家庭を応援！
掃除・洗濯・料理・買い物など、いつもの家事をあなたの代わりに行いま
す。お子様と過ごす大切な時間づくりにご利用ください。
産前産後プランのほか、ご希望・ご予算に合わせたプランをお提案します。

『家事代行サービス』
ご家庭のお掃除、お食事作り、お洗濯など、日常の家事全般をお手伝い致し
ます。

『家事代行サービス』
掃除、洗濯、片付け、調理、買物など、家事に手が回らない時や、多くの時
間がとれない方に家事経験豊富なスタッフが多様なご要望にお応えします。
『家事代行サービス』
お子様との時間を大切にされたい方、共働きでお忙しい方、掃除・洗濯・料理・買い物
等、お客様のニーズに合わせたサービスの提供をお約束いたします。大切なのは自分の
時間と心の余裕です。さらにご安心して頂くために、ご希望がございましたら、無料オ
プシ∃ンとして「みまもリカメラサービス」もご用意しており、サービス提供中のご様
子を記録に残すことも可能です。

※掲載されている情報は、掲載した時点での情報です。掲載した時点以降に変更される場合もありますので、あらかじめご了承ください。
各サービスを利用される際は、事前にサービス内容や料金を確認してから予約してください。

対

象

定

員

お子様
保護者の方
－

保護者の方
－

保護者の方

料

金

予約方法
6,264円／時～（税込）
電話
2,800円／時（税込）
（スタッフ1名・3時間～）
電話・ＦＡＸ・メール・ホームページ

備

考

・定期的なサービスもご用意しております
コンセルジュプラン・家事サービス 12,354円／3時間～
・ホームページ：http://family-concierge.co.jp/

・月曜～土曜 9:00～18:00（休日・時間外オプションあり）
・応援券をご利用の方は入会金無料です。
（予約時に応援券利用を申出お願いします）
・別途交通費（実費）が必要となります。
・メール：h-osaka@lavie1.jp
・ホームページ：http://www.lavie1.jp

5,000円／2時間～（税込）
・入会金不要、交通費が別途必要です。
・ホームページ：http://www.alive-dream.com

－

保護者の方
－

保護者の方
－

保護者の方
－

電話・ホームページ
6,480円／2時間（税込）
電話・メール
1,901円／時～（税込）
（平日9:00～18:00）
電話・ＦＡＸ
3,542円／時～（税込）（2時間～）
応援券利用時10%OFF
電話・メール・ホームページ

・平日 9:00～18:00 土日祝はご相談ください。
・交通費900円が別途必要です。
・メール：info＠aid-k.jp
・ホームページ：http://www.aid-k.jp

・1回のご利用は3時間以上から承ります。
・入会金\10,800（税込）、年会費\4,320（税込）
・ホームページ：http://www.takamisupply.co.jp/

・24時間365日対応可能
・Web入会された方は初回利用時3割引（応援券割引との併用不可）
・交通費は往復料金の実費分が必要です。（上限1,000円）
・メール：info@mom-maid.com
・ホームページ：http://mom-maid.com/

ホームページ

QRコード

H30年6月

応援券が利用できる施設・店舗のご紹介
3－3．親子子育て講座
3－3－1．ベビーふれあい講座（1／2）
コード

サービス提供場所

事業者名

TEL

株式会社 クラッシー
331-2
ファミリーコンシェルジェ関西

天王寺区筆ヶ崎町5-52
ステラプリスクール桃坂校

サ

ー

ビ

ス

内

容

『くらし塾』
保護者の方向けの離乳食作りの教室や、お子さまとお母さまがご一緒に学べ
る、くらしを楽しむための講座をお届けしています。

0797-25-7502

天王寺区筆ヶ崎町5-52 3階
331-3 ステラプリスクール

桃坂校
06-6775-8807
天王寺区上汐5-6-25
クレオ大阪中央

331-4 有限会社

ビ・マインド
06-6258-6603
FAX 06-6258-6604
天王寺区北山町5-6

331-5 小池助産院
090-5882-1472
天王寺区上本町9-1-12
セントファミーユ夕陽丘2階
331-6 公文式

五条教室
06-6775-5789
天王寺区四天王寺1-13-11
柴田ビル1階

331-7 公文式

四天王寺駅前教室
090-1489-1634
天王寺区堂ヶ芝1-5
観音寺境内観音寺ハイツ202号

331-8 公文式

桃谷教室
06-6773-3589
090-4036-2260
天王寺区逢坂2-3-2
リンクハウス天王寺ビル2階

331-9 スタジオグリーン
06-6774-0102

一般財団法人
331-10 大阪市男女共同参画のまち創生協会
（クレオ大阪中央）

天王寺区上汐5-6-25
クレオ大阪中央
06-6770-7200
FAX 06-6770-7705
天王寺区上汐5-6-25
クレオ大阪中央 他天王寺区内

331-11 株式会社

ラヴィ
06-6922-9551
FAX 06-6922-9556
天王寺区生玉町2-3 小出ビル308

331-12

親子分離も楽々！
知育プレスクールはぐみぃー
06-6776-8930
天王寺区生玉寺町7-57
天王寺区民センター

331-14 有限会社

ビ・マインド
06-6258-6603
FAX 06-6258-6604

対

象

定

員

0歳～
の親子
5～10組

『くらし塾』
保護者の方向けの離乳食作りの教室や、お子さまとお母さまがご一緒に学べ
る、くらしを楽しむための講座をお届けしています。

『子育て 楽しもう！ セミナー』
親子で参加していただけます。
楽しい子育てのヒントを講座を通してお伝えしています。

『親子子育て講座・ベビーマッサージ』
親子の絆づくりとお母さま方の仲間づくり子育ての不安の解消にお役立てく
ださい。

『Baby Kumon』
0～2歳のお子様の発達課題に合わせて､親子で楽しくやりとり。
「ことばの働きかけ」を通じて、知的好奇心、語彙力、思考力、そして豊か
な心を育むことができます。Baby Kumonには、乳幼児研究の末に作りあ
げた「ことばの働きかけ」のノウハウが詰まっています。
『Baby Kumon』
0～2歳のお子様の発達課題に合わせて､親子で楽しくやりとり。
「ことばの働きかけ」を通じて、知的好奇心、語彙力、思考力、そして豊か
な心を育むことができます。Baby Kumonには、乳幼児研究の末に作りあ
げた「ことばの働きかけ」のノウハウが詰まっています。
『Baby Kumon』
0～2歳のお子様の発達課題に合わせて､親子で楽しくやりとり。
「ことばの働きかけ」を通じて、知的好奇心、語彙力、思考力、そして豊か
な心を育むことができます。Baby Kumonには、乳幼児研究の末に作りあ
げた「ことばの働きかけ」のノウハウが詰まっています。
『ママの為の産後ヨガ・親子ヨガ・ベビーヨガ』
【第1回】妊娠前と何が違う？ ~覚えておきたい簡単ケア~
【第2回】始まりの今こそ知っておきたい！ ~ママの頭、心、体～
【第3回】知るほど育児が楽しくなる ～ベビー達の成長力～
【第4回】実はこんなにスゴイ！ ～赤ちゃん達の頭、心、体～

0歳～
の親子
5～10組
2カ月～
の親子
30組
2カ月～
の親子
7組

0歳～2歳

－

0歳～2歳

－

0歳～2歳

－
3カ月～
1歳の親子
13組
最少催行人数5組

料

金

予約方法
500円／回～（税込）

電話

500円／回～（税込）

電話

500円／回（税込）

電話・メール・ホームページ

2,500円／回（税込）

電話・メール・ホームページ
1教科
2,160円／月（税込）
電話（月or木）
1教科
2,160円／月（税込）
電話
1教科
2,160円／月（税込）
電話
事前予約 3,500円／回
当日 4,000円／回（税込）
電話・メール・ホームページ

3カ月～
クレオ大阪中央 自主講座
5,000円 [全4回]（税込）
11カ月の親子
『親子でふれあうベビーママヨガ 1クラス・2クラス』
子育て期に起こりがちな不調を軽減する、ママも赤ちゃんも一緒に気持ちよ
く楽しみます。
12組
電話・ＦＡＸ・ホームページ

『親子子育て講座・ベビーマッサージ』
赤ちゃんマッサージで親も子どもも癒されましょう！
育児不安解消運動、親子でできる呼吸法やヨガ、クリスマス会、食育講座な
ど
『こどもの気質にそって楽々子育て☆ママはぐアカデミー（子育て学）』
「うちの子は全然いうことをきかない」そう思った事はありませんか？
それはその子が生まれもった気質にそった叱り方・伝え方・褒め方ができて
いないから。ママが学んで変わることで親子関係はもっと良好で毎日イライ
ラせずに勉強も好きな子に育ちます。
ママとおこさんの気質をふまえて受講できるので、より具体的に学べます。
『ベビーマッサージ教室』
生後2か月から親子で参加して頂けます。
ママがベビーちゃんにマッサージします。ママの温かい手の温もりがベビー
ちゃんに伝わり、とてもリラックスした時間になります。
親子の絆作り、ふれあいにご参加ください。

※掲載されている情報は、掲載した時点での情報です。掲載した時点以降に変更される場合もありますので、あらかじめご了承ください。
各サービスを利用される際は、事前にサービス内容や料金を確認してから予約してください。

0歳～未就学児
1,000円／回（税込）～
の親子
5～10組

保護者

6名

～1歳の親子

10組

電話・ＦＡＸ・メール・ホームページ

初回3,000円（税込）

電話・メール

1,500円／回（税込）

電話・メール・ホームページ

備

考

・開催地、定員は講座や体験会により異なります
・料金は条件によって異なりますので、詳細はお問合せください
・ホームページ：http://classy-concierge.com/information.html

・定員は講座や体験会により異なります
・料金は条件によって異なりますので、詳細はお問合せください
・ホームページ：http://classy-concierge.com/information.html

・10:00～12:00
・メール：bemama@bmind.jp
・ホームページ：http://www.bmind.jp/event01.html

・別途オイル代が必要です
・メール：midwife.kyoko.koike@docomo.ne.jp
・ホームページ：http://www.eonet.ne.jp/~midwife/（お問合せフォーム）

月1回教室で、Baby Kumonセットをお渡しするとともに、お母さまがご家庭で楽
しく続けることができるよう、くもんの先生がサポートする「Baby Kumon タイ
ム」があります。入会金不要、教材費は含まれています。
・ホームページ：http://www.kumon.ne.jp/

月1回教室で、Baby Kumonセットをお渡しするとともに、お母さまがご家庭で楽
しく続けることができるよう、くもんの先生がサポートする「Baby Kumon タイ
ム」があります。入会金不要、教材費は含まれています。
・ホームページ：http://www.kumon.ne.jp/

月1回教室で、Baby Kumonセットをお渡しするとともに、お母さまがご家庭で楽
しく続けることができるよう、くもんの先生がサポートする「Baby Kumon タイ
ム」があります。入会金不要、教材費は含まれています。
・ホームページ：http://www.kumon.ne.jp/

・各講座のみの受講も可能です。開催日時についてはお問合せください。
・ヨガマットをレンタルされる場合は、別途210円（税込）が必要です
・メール：yoga@st-green.com
・ホームページ：http://www.st-green.com/
・春・秋・冬講座と定期的に開催します（年3期予定）…開催日時はお問合せくだ
さい。
・入会金、教材費不要
・一時保育あり（上のきょうだいがいる場合）
・ホームページ：http://www.creo-osaka.or.jp/chuou/
・講座や体験会により開催場所・スケジュールが異なります。詳細はお問合せくだ
さい。
・個別やお友達で開催希望の方はご相談ください。
・メール：h-osaka@lavie1.jp
・ホームページ：http://www.lavie1.jp
・火曜 13:00～16:00（開催日についてはブログでご確認ください）
ママとおこさんの気質をふまえて受講できるので、より具体的に学べます。
・入会金、教材費不要。完全予約制につき当日参加不可。
・メール：info@hugme.club
・ホームページ：http://ameblo.jp/hugme-kids/theme10095180086.html
・第3木曜 10:30～12:00
・別途オイル代1,400円（税込）が必要です。
・メール：bemama@gmail.com
・ホームページ：http://bmind.jp/babymassage.html

ホームページ

QRコード

H30年6月

応援券が利用できる施設・店舗のご紹介
3－3－1．ベビーふれあい講座（2／2）
コード

サービス提供場所

事業者名

TEL
天王寺区東高津町11－3

331-15 上本町鍼灸整骨院
06-6777-5518

天王寺区東高津町4－24
331-16 公文式

上本町教室
06-6762-3972
FAX 06-6761-3971
天王寺区味原町1－18 杉田ビル201

331-17 公文式

真田山公園教室
080-2546-2549

天王寺区上本町1－2－11－102
331-18 公文式

真田山WEST教室
070-2280-3780

天王寺区空堀町17-24
331-19 公文式

清水谷教室
06-6777-8101

天王寺区大道2-8-2
331-20 公文式

聖和教室
090-1079-9579

天王寺区内
331-21

マザーズコーチングスクール
こんどうさち
050-5218-2236

天王寺区北山町3
331-22 ラボ教育センター

北山町教室
090-1893-5794

マザーズコーチングスクール
331-23
小林由佳

はぴよが
080-8507-0630

マザーズコーチングスクール
331-25
小林由佳

ー

ビ

ス

内

容

『自宅で簡単 セルフ小児鍼講座』
自宅にある物を使って、赤ちゃんの疳の虫、夜泣き、健康・免疫向上を促す
サービスになります。

『Baby Kumon』
0～2歳のお子様の発達課題に合わせて､親子で楽しくやりとり。
「ことばの働きかけ」を通じて、知的好奇心、語彙力、思考力、そして豊か
な心を育むことができます。Baby Kumonには、乳幼児研究の末に作りあ
げた「ことばの働きかけ」のノウハウが詰まっています。
『Baby Kumon』
0～2歳のお子様の発達課題に合わせて､親子で楽しくやりとり。
「ことばの働きかけ」を通じて、知的好奇心、語彙力、思考力、そして豊か
な心を育むことができます。Baby Kumonには、乳幼児研究の末に作りあ
げた「ことばの働きかけ」のノウハウが詰まっています。
『Baby Kumon』
0～2歳のお子様の発達課題に合わせて､親子で楽しくやりとり。
「ことばの働きかけ」を通じて、知的好奇心、語彙力、思考力、そして豊か
な心を育むことができます。Baby Kumonには、乳幼児研究の末に作りあ
げた「ことばの働きかけ」のノウハウが詰まっています。
『Baby Kumon』
0～2歳のお子様の発達課題に合わせて､親子で楽しくやりとり。
「ことばの働きかけ」を通じて、知的好奇心、語彙力、思考力、そして豊か
な心を育むことができます。Baby Kumonには、乳幼児研究の末に作りあ
げた「ことばの働きかけ」のノウハウが詰まっています。

対

象

定

員

1カ月～
2歳の親子
2～4組

0歳～2歳

0歳～2歳

0歳～2歳

保護者

『親子で参加、同じ年代の子どもと一緒に遊ぼう』
育児で悩まれているお母さん、近くにお友達がいないお母さん遊びに来ませ
んか。英語の歌や物語を楽しみながら、今しかできない子育てを楽しみ、日
常の悩みも話し合えるオープンな教室です。５０年以上続いているラボ教育
の実績からうまれた親子プラグラム。

0歳～2歳
の親子

※掲載されている情報は、掲載した時点での情報です。掲載した時点以降に変更される場合もありますので、あらかじめご了承ください。
各サービスを利用される際は、事前にサービス内容や料金を確認してから予約してください。

1教科
2,160円／月（税込）
電話・FAX・メール
1教科
2,160円／月（税込）
電話・メール
1教科
2,160円／月（税込）
電話・メール
1教科
2,160円／月（税込）

－

『こどものためにお母さんが学ぶコミュニケーションスクール』
ハーバード大学育児研究センターによると子どもの将来の学業成績やコミュ
ニケーション能力は０～6歳の間の身近な大人とのかかわり方で決まると言
われています。子どもの自己肯定感・自分で考える力・折れない心を育て、
子どもの可能性を最大限に引き出すコミュニケーションを学びます。

天王寺区内のカフェ、レンタルスペース 『親子ワークショップ「ミラートーキング」』
絵本「鏡の中ぼく」を使って、セルフコーチングを体感できるワークショッ
ご自宅への訪問も可能
プです。大切な人に、我が子に、自分のことを1番大切にできる人であって
ほしい。そんな思いから誕生したミラートーキング。大きくなっていくお子
090-7480-9485
さんにも実践できるセルフコーチングが学べます。

電話・メール・ホームページ

－

0歳～2歳

電話
1教科
2,160円／月（税込）

－

電話
ベーシック
アドバンス

7,560円／2時間（税込）
8,640円／2時間（税込）

3人

メール
体験1,000円／回（税込）
会費4,860円／月（税込）

－

保護者

電話・メール
ベーシック
アドバンス

7,560円／2時間（税込）
8,640円／2時間（税込）

3組
お子様
保護者の方
6組

保護者

４組

金

1,000円／回（税込）

－

0歳～
2歳11か月

『赤ちゃんのやわらか抱き方講座』
子育てに欠かせない毎日の抱っこ。抱っこで体を痛めない日本古来の知恵や
お子さんの発達発育を促し、脳や心を育てる抱っこ遊び。親子のコミュニ
ケーション形成にも良い抱っこの魔法をお教えします。正しい抱っこ紐の選
び方や使い方、緊急避難時に役立つ抱っこの仕方等を学ぶ事ができます。

料

予約方法

－

『Baby Kumon』
0～2歳のお子様の発達課題に合わせて､親子で楽しくやりとり。
「ことばの働きかけ」を通じて、知的好奇心、語彙力、思考力、そして豊か
な心を育むことができます。Baby Kumonには、乳幼児研究の末に作りあ
げた「ことばの働きかけ」のノウハウが詰まっています。

天王寺区内のカフェ、レンタルスペース 『お母さんが子どものために学ぶコミュニケーションスクール』
子どものコミュニケーション能力は０～6歳の間にお母さんがどう接する
ご自宅への訪問も可能
か？で決まります。経済産業省でも導入され お母さんが自分の心と向き合
い、視野を広げて子供と接する。心を柔らかくして自分流の子育てに出会っ
090-7480-9485
ていただく講座です。
天王寺区上本町9-3-1
親子カフェ Laugh Rough Laugh

331-24 産前産後専門ヨガ教室

サ

メール

備

考

・火曜、木曜 13:00～13:30
・自宅にあるスプーンかレンゲをお持ちください。
・メール：uehommachi@orion.ocn.ne.jp
・ホームページ：http://uehommachi-shinkyu-seikotsu.com/
月1回教室で、Baby Kumonセットをお渡しするとともに、お母さまがご家庭で楽
しく続けることができるよう、くもんの先生がサポートする「Baby Kumon タイ
ム」があります。入会金不要、教材費は含まれています。
・メール：kumonshikiuehonmathi@oak.ocn.ne.jp
・ホームページ：http://www.kumon.ne.jp/
月1回教室で、Baby Kumonセットをお渡しするとともに、お母さまがご家庭で楽
しく続けることができるよう、くもんの先生がサポートする「Baby Kumon タイ
ム」があります。入会金不要、教材費は含まれています。
・メール：kumon-sanadayamakouen@docomo.ne.jp
・ホームページ：http://www.kumon.ne.jp/
月1回教室で、Baby Kumonセットをお渡しするとともに、お母さまがご家庭で楽
しく続けることができるよう、くもんの先生がサポートする「Baby Kumon タイ
ム」があります。入会金不要、教材費は含まれています。
・メール：kumonsanadayama@ezweb.ne.jp
・ホームページ：http://www.kumon.ne.jp/
月1回教室で、Baby Kumonセットをお渡しするとともに、お母さまがご家庭で楽
しく続けることができるよう、くもんの先生がサポートする「Baby Kumon タイ
ム」があります。入会金不要、教材費は含まれています。
・ホームページ：http://www.kumon.ne.jp/

月1回教室で、Baby Kumonセットをお渡しするとともに、お母さまがご家庭で楽
しく続けることができるよう、くもんの先生がサポートする「Baby Kumon タイ
ム」があります。入会金不要、教材費は含まれています。
・ホームページ：http://www.kumon.ne.jp/
・水曜、金曜 10:00～15:00の内2時間 その他曜日（土日含）は応相談
・お子様連れ可 ・ベーシック・アドバンス同日での一日受講も可
・講師自宅、天王寺区内カフェ及びレンタルスペース、外出が難しい場合ご自宅へ
の出張訪問可
・メール：mothers_coaching@yahoo.co.jp
・ホームページ：http://motherscoachingschool.com/
・毎週金曜日10:00～11:00、17:30～18:30 別途曜日相談可、予約制
・入会金：4,860円（税込） ライブラリー（絵本・CD）会員購入可
・メール：chieko8132haha＠gmail.com
・ホームページ：http://www.labo-party.jp
・月曜～水曜10:00～17:00、土日祝 10:00～15:00 の間で2時間
・ご希望の日時を相談ご連絡下さい ・お子様同伴可能
・ベーシック・アドバンス 同日での一日受講も可
・メール：m.coaching.yuka@gmail.com
・ホームページ：：https://ameblo.jp/cobayuca-coach

ベーシック 3,000円（税込）
アドバンス 3,000円（税込）
同時申込みで5,,000円（託児料込）

・3人以上で開講。スケジュール応相談。
・保育士の資格をもつ専門スタッフに安心して預けられます。
・ママが集中して学ぶもヨシ☆お子様と一緒に遊びながら学ぶもヨシ☆クラス中の
おむつ替え授乳もOKです☆講師も子育て中ママ☆楽しみながら学びましょう☆
メール・ホームページ・
・メール：happyoga.com@gmail.com
親子カフェ Laugh Rough Laughで直接 ・ホームページ：http://s.ameblo.jp/happyo-ga

3,240円（税込）

メール

・平日10:00～12:00/15:00～17:00、土日祝10:00～15:00の間で１時間
・絵本をお持ちではない方は、別途1,200円（税込）で絵本の購入が必要です。
・３才以上のお子様は一緒にワークショップにご参加いただけます。
・メール：m.coaching.yuka@gmail.com
・ホームページ：：https://ameblo.jp/cobayuca-coach

ホームページ

QRコード

