
子育てしやすい、子育てが楽しいまち

母子モ 検索

https://www.mchh.jp/login

妊婦さんや乳幼児連れの

移動や施設利用をスムーズに。

妊婦さんや小さな子ども連れの人たちなど、さま
ざまな人が安心・快適に利用していただける
よう、優先駐車場の設置などバリアフリーに
取り組んでいます。

豊中市内の子育てに関するさまざまな情報を
発信。「とよなか子育て応援団」や「赤ちゃんの
駅」も紹介しています。地図情報からも検索でき
ますので、お近くのお店や施設をチェックして
みてください。

シンボルマークが目印。

広がる子育て応援の輪。

参考例：豊島公園

登録・利用料

無料豊中市の子育て情報が満載！

地域とつながる子育てアプリ。

子育て家庭をあたたかく見守ってくれるすべて
の人たちが「子育て応援サポーター」。シンボル
マークのステッカーや缶バッジを配布し、地域が一体
となってみんなの子育てを応援しています。
※缶バッジなどのグッズは、子育てイベントや公共施設など
で配布します。お気軽にお声がけください。

子育てを安心サポート！

子育てバリアフリー子育て応援サポーター

by母子モ
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・授乳スペース

・キッズスペース

・子ども用のいす貸し出し

・子ども向けメニュー

・絵本・おもちゃの貸し出し

・ミルクのお湯提供 など

赤ちゃんの駅
おむつ替えや授乳ができるスペース、

乳幼児の遊び場を提供できるこども園や

幼稚園、図書館、公共施設など

赤ちゃんのためのスペースを提供しています。

おむつ替えや

 授乳はここで！

とよなか

子育て応援団って？
みんなの子育てを、地域のみんなで支えることで、

だれもが安心して暮らせるまちにしたい。

そんな思いを持つ市内約20 0の店舗や団体等が

「とよなか子育て応援団」に登録。

豊中市と一緒に子育て家庭を応援しています。

子育てにうれしいサービス

「子育て応援団」！とよなかは、みんなが

市民のみなさんの

 投票で決定しました。

新しいシンボルマーク！
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豊中市の形を、赤ちゃんを優しく包む

“おくるみ”に見立て、地域全体で子育てを

応援し、子どもたちの成長を守っていくという

メッセージが込められています。

とよなか

BABY



明るい光が差し込む
居心地のいい店内。
子どもも大人ものび
のびと過ごすことがで
きます。

ちぇすなっと

古絵本とコーヒーのお店

10：30～17：00 ※日・月定休（定休以外の祝日はOPEN）

〒561-0883 大阪府豊中市岡町南1-6-13-101
阪急宝塚本線 岡町駅から徒歩約6分

古絵本は絵が素敵なもの
や子どもに読んであげた
いなと思うものを選んで
います。子育てに関する
本や児童書、暮らしの本
などもありますので、コー
ヒーを飲みながら親子で
ゆっくり過ごしてもらえる
とうれしいです。

小
林
飛
鳥
さ
ん

丹
治
悠
さ
ん

丹
治
未
来
さ
ん

おむつの交換は授乳室で。「交換台が高いと不安だった」という
未来さんの経験から、赤ちゃんを寝させられるよう畳敷きに。

木と絵本に

囲まれた

やさしい空間

おもちゃで

遊べる

スペース

約4000冊がそろう絵本の古本屋さん。カフェのみの利用も可能。
妊婦さんのためにデカフェも提供しています。

授乳室 オムツ替えスペース おもちゃコーナー　

お母さんも子どもも、

ほっと一息つける場所。

子どもサイズの

椅子やカウンター

ゆっくり

落ち着ける授乳室

◎子育てから、つながる Story.01
利 用 者

応 援 団
想い

親子でゆっくり
 過ごしに来てください。

日々の小さな幸せを
 感じられるお店です。

WEB

サイト

本棚に並んでいる絵本や書籍はすべて販売して
います。もちろん試し読みもOK。

　お店に足を踏み入れた瞬間、子どもも大人

も思わずワクワク･･･〈ちぇすなっと〉は古絵本と

コーヒーのお店。木に囲まれた心地いい店内には

約40 0 0冊の絵本がずらり。お母さんと一緒に

絵本を選んだり、おもちゃで遊んだり、カフェ

スペースでゆっくりコーヒーを楽しんだり、だれ

もが思い思いに過ごせる伸びやかな空間が広

がっています。「子どもが生まれてからの時間が

慌ただしくて、近所に子連れでゆっくりできる

場所があればいいなと、カフェと絵本のお店を

開くことにしました」と店主の丹治 悠さん・未来

さん。「子どもが落ち着いて絵本を読んでいる

と、お母さんも落ち着ける。ほんの少しでもいい

ので、子育ての合間のほっとできるひとときを

提供できたらと思っています」

週末に家族3人で息抜きを
しにきます。娘は絵本がたく
さんあるのでうれしそう。
私たちはコーヒーを飲みな
がら交代で好きな本を探し
ます。特別なおでかけでなく
ても、日常の延長上に小さな
幸せがあることに気づかされ
るお店です。
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　広々としたキッズスペースと座敷スペースが

子育て世代に人気の〈野菜とつぶつぶ アプサラ

カフェ LAB I千里中央店〉。いつも、たくさんの

親子連れでにぎわっています。元々、環境や身体

にやさしいカフェを営業していたオーナーの

松井 秀樹さん。「自分に子どもができて“子ども

は未来を担う宝物”という想いが強くなりました。

子育て世代がゆっくり過ごせて、安心して食べ

られるお店を、と思っています」地元の野菜を

ふんだんに使った料理はスタッフの手づくり。

おもちゃやブロック、絵本などで自由
に遊ぶことができます。

キッズスペースの隣は座敷スペース。子どもたちの
様子を見ながら安心して食事ができます。

環境にも子育て世代にも

やさしいお店をつくりたい。

利 用 者

応 援 団
想い

野菜とつぶつぶ アプサラカフェ

LABI千里中央店

上の娘が幼稚園に入る前は
週に1回のペースでよく通って
いました。キッズスペースが
席の近くにあると娘の様子が
見えるので、私も安心して
おいしいごはんを食べること
ができます。今日は下の娘も
一緒に、おもちゃで楽しそう
に遊んでいました。

お母さんにもホッとしていた
だけるよう、自然食にこだわった
日替わりのアプサラ定食や、
野菜や果実を使った自家製デ
ザート、フェアトレードのコー
ヒーや紅茶をご用意しています。
平日のランチタイムは、座敷
スペースが埋まることも多い
ので、ご予約がおすすめです！

金
澤
真
友
子
さ
ん

高
田
静
絵
さ
ん

卵・乳製品・小麦粉を使わない手づくりのキッズメニューは3種類。
小学生の子どもにうれしいジュニアサイズも用意しています。

広々とした

キッズ

スペース

子どもの

身長に合わせた

手洗い場

キッズメニューは卵・乳製品・小麦粉を使わ

ないなどアレルギーにも配慮しています。「これ

からも子育て応援団として、お母さんたちが

身体にも心にもエネルギーがチャージできる

ようなお店にしていきたいですね」

キッズスペースには

おもちゃがたくさん！

アレルギーに

対応したキッズメニュー

◎子育てから、つながる Story.02

スタッフのみなさんの
笑顔にほっとします。

お子さんもお母さんも
 安心して過ごせるお店に。

「環境にも身体にも心にもやさしい」を目指す自然食カフェ。
地元野菜たっぷりのメニューをスタッフで手づくりしています。

11：00～21：00（L.O.20:30） ※9月から当面は木曜定休

〒560-0082 豊中市新千里東町1-2-20
LABI LIFE SELECT 千里4階
北大阪急行 千里中央駅から徒歩約4分

06-6836-5980

キッズスペース 子ども向けメニュー アレルギー対応 ベビーカー預かり

WEB

サイト
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人が集まりがちな精肉売場もこの
広さ。ベビーカーを押して安心して
買い物ができます。 ベビーカーが不要な時は店員さんに言って預かって

もらうこともできます。

地域の人たちに豊かで楽しい食生活を送っていただくために
「毎日いいものをより安く」をモットーに営業しています。

〒561-0881 大阪府豊中市中桜塚2丁目27-8
阪急宝塚本線 岡町駅から徒歩約4分
9：00～20：00 06-6152-8235

ベビーカーOK ベビーカー預かり

品揃えが豊富で、いい
ものを探すワクワク感が
あります。広い通路もお
買い物しやすく、ベビー
カーを預かってもらえる
のも助かります。店員さん
が子どもにやさしく接し
てくれるのもうれしい
ですね。

お客さまが安心してお買
い物いただけるように、
生鮮の売場はオープン
キッチンにして加工して
いる姿が見られるように
しています。肉や魚の調
理方法など、スタッフに
気軽に声をかけて聞い
てくださいね。

阿
部
衛
店
長

フードネットマート

桜塚店

通りやすい

広々とした

通路

お菓子売り場は子どもたちが好きな駄菓子の種類が豊富。小さな
子どもでも手が届きやすいように棚の低い位置に並べています。

お客さまに

積極的にお声がけ

お菓子の

種類も豊富

伊
藤
加
絵
さ
ん

桜塚ショッピングセンターにある〈フードネット

マート桜塚店〉は「家族の食卓に豊かな食生活を」

という想いで、安くて良い品を提供するお店。

店内には新鮮な野菜やお肉、お魚、食料品が品

揃え豊富に並んでいます。まず驚くのは、広々と

した通路。「ベビーカーがゆとりを持って通れる

ようできるだけ広くしています」と阿部 衛店長。

子どもの日や七夕、ハロウィンなどのイベント

時には子どもたちにお菓子をプレゼントする

など、あたたかなふれあいも大切にしています。

地域の子どもたちの

成長を見守るスーパーに。

「地域密着のスーパーとして地域のお子さまの

成長を見守りたいという思いから子育て応援団

に参加させてもらいました。お子さまとそのご

家族が安心できる良い品をお届けすることで、

みなさんの力になれたらと思っています」 

ベビーカー

預かり

◎子育てから、つながる Story.03
利 用 者

応 援 団
想い

ベビーカーでの
 お買い物もラクラクです。

子育て世代が安心して
 お買い物ができるように。

WEB

サイト

87



私たちも子育てをしな
がら悩みや心配ごとを
経験してきたのでママ
たちに共感したり、保育士
としてお話をしたりして
います。とよなかにはママ
の味方がたくさんいます。
私たちと一緒に子育て
しましょう！

上の息子が3ヶ月の時に
関東から越してきました。
初めての土地、初めての
育児で不安だらけでした
がココロバさんのおかげ
でお友達もできました。
いつも私たち親子を見守っ
てくださり、ありがとうご
ざいます！

お山をつくったり、ボールを転がしたり、パラバルーン
遊びに子どもたちも大喜び。

「親子のつながりを楽しみに、なくそう孤育て」を合い言葉に、
子育てママをサポートするイベントを開催しています。

〒560-0033 大阪府豊中市螢池中町3丁目2-1
阪急宝塚本線 蛍池駅から徒歩約2分

親子で外あそび 保育士による相談会 子育てカフェ 子育てネイル

◎子育てから、つながる Story.04

CoCoLoBa（ココロバ）

保育士ママユニット

お母さんたちに気軽に参加してもらいたいと「公園de青空time」
は予約不要に。検温、マスク着用などコロナ対策も行っています。

コロナ対策も

行っているので安心

青空timeの参加は

予約不要！

　「よーいどん！」の合図で広い公園を走りまわる

子どもたち。ハイハイの赤ちゃんは段ボールの

電車でかけっこに参加。今日はミニ運動会、子ども

もお母さんも笑顔がはじけます。CoCoLoBa（ココ

ロバ）は、瀬理 宏美さん、井元 有香さんによる

保育士ママユニット。「今だからこそ、現役の保育

士でありママである私たちだからこそできること

を」という想いで2020年の秋に活動をスタート

しました。月に一度、親子で季節の外遊びを楽

しむ「公園de青空t ime」やママのおしゃべり会

親子で楽しむ、

人とつながる場に。

など、子育てママを応援するさまざまなイベントを

企画・開催しています。「親子で外に出るきっかけ

になるとうれしいですね。これからも、ご近所の

おばさんのような身近な存在としてお母さんたちと

関わっていきたいと思います」

利 用 者

応 援 団
想い

みんなで一緒に
子育てしていきましょう。

はしゃいで遊ぶ姿に、
いつも嬉しくなります。

絵本や手遊び、玉入れ
などプログラムが盛り
だくさん。がんばった
ごほうびに手づくりの
メダルも。

 毎回、

たくさんの

親子が参加して

います

かわいい

手づくり

メダルを贈呈

井
元
有
香
さ
ん

瀬
理
宏
美
さ
ん

「公園de青空time」は主催：蛍池公民館
06-6843-5561（蛍池公民館）

宮
田
友
希
江
さ
ん

蛍池公民館活動に準ずる

イベント

開催情報は

こちら

https://lit.link/cocolobaCoCoLoBaの情報サイト
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