子育てサークル・
サロンの紹介
M のだでんでん虫キッズ
●
場所：野田中学校 多目的室（2階）
【野田小学校区限定】
日時：第1または第2木曜
10：30〜11：30
※8月は休み
0歳〜就学前の子どもとママの交流の場です。
季節ごとの催しや、
リズム体操などしています。

N アレルギー児親の会
●

虹の子
場所：麦の子保育園
日時：交流会（基本第3月曜）
10：00〜11：00
日時：調理実習（第2木曜）
10：00〜13：00
※第3月曜が祝日の場合は第4月曜
・調理実習要予約・登録制

アレルギーで困っている親子の情報交換や、
簡単でおいしい対応食の調理実習をしています。

O ちびっこの会
●

つくしんぼ
場所：麦の子保育園（ホール）
日時：第1・第3金曜
10：00〜11：00
※4月は第3金曜のみ・登録制
登美丘校区の就学前の子どもたちと運動会、
芋ほり、餅つき、制作など親子で楽しみます。

P ちびっこの会
●

プチトマト
場所：麦の子保育園（地域ルーム）
日時：第2・第4水曜
10：00〜11：00
※4月は第4水曜のみ、
1歳半位までの乳児対象・登録制
地域にある育児サークルに入るには「小さいな・・・」
と思う赤ちゃんが過ごせるサークルです。

Q みなみっこキッズ
●
場所：登美丘南会館
（とみなみ会館）
日時：第1火曜
10：00〜11：30
仲間をつくって、元気にあそび、息抜きし、
心に ゆとり をもって子育てしましょう。

R ＡＲＯＭＡｍ
●
場所：菩提町5丁
日時：第3火曜
10：30〜12：00
「子どもがいるからこそ、
ママが一人の
女性として輝き合おう！」そんな想いで、
ママが自分らしくHAPPYな毎日を過ごす
きっかけとなる場をめざしています。

S モモのひろば
●
場所：白鷺町1-22-8
（おうち cafe モモ 白鷺店）
日時：毎週火曜
10：00〜11：30
子育てでつながるママと子どものほっとスペース。
子育て中のママスタッフと、雑談・相談OKです。

東区
子育て応援

N

MAP

子育てサークル・
サロンの紹介
A たんぽぽ
●

施設やサークル・サロンでは、お子さんと保護者のみなさんが
楽しく過ごせる時間をサポートします。
お子さんも保護者の方も、同世代の新しいお友だちができます。
子育ての悩みを話したり、新しい子育て情報が自然に入って
きます。心細かった子育てに、身近で心強い相談相手ができ
ます。ぜひお気軽にお訪ねください。

さまざまな
施設や
サークル・サロンが、
お子さんと
保護者のみなさんを
待ってますよ！

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、活動が中止になる場合があります。
お出かけ前は、東区ホームページ、
さかい子育て応援アプリのイベントページを
ご覧ください。

幼保連携型
認定こども園（民間）

●
1 北野田こども園

場所：北野田886-1
TEL：235-1521

2 堺めぐみ学園
●

場所：菩提町1丁144
TEL：285-0033

3 堺めぐみ学園 分園
●

場所：日置荘北町3丁25-11
TEL：285-1805

●
4 登美丘西こども園
場所：大美野134-18
TEL：239-5515

5 登美丘西こども園 分園
●
場所：草尾765-3
TEL：206-1838

●
6 とみなみこども園

幼保連携型
認定こども園（公立）

●
12 登美丘東こども園
場所：北野田179-2
TEL：236-2264

13 日置荘こども園
●

場所：日置荘原寺町127
TEL：286-2884

幼稚園型
認定こども園（民間）

14 大美野幼稚園
●
場所：大美野21
TEL：234-1051

15 美木幼稚園
●

場所：南野田56-1
TEL：236-2625

場所：草尾611-1
TEL：236-0373

●
7 菜の花こども園
場所：丈六190-2
TEL：239-5858

●
8 初芝こども園

場所：菩提町4丁135
TEL：287-2656

●
9 菩提こども園しらさぎ
場所：白鷺町3丁18-8
TEL：285-0610

幼稚園（民間）

29 はつしば学園幼稚園
●

場所：日置荘西町2丁42-1
TEL：285-2882

幼稚園（公立）

場所：高松122-8-302
TEL：290-7011

21 ひかりっこ保育園
●

場所：白鷺町3丁13-20
TEL：289-6663

事業所内保育事業

22 ハーモニー保育園
●

10 菩提幼稚園
●

場所：白鷺町2丁8-2
TEL：285-0001

場所：南野田33
TEL：239-0011

11 遊こども園
●

31 登美丘東幼稚園
●

23 ゆらら保育園
●

場所：日置荘西町1丁7-1
TEL：247-4730

場所：丈六255
TEL：235-0321

場所：南野田454-2
TEL：289-1100

（おうち cafe モモ 白鷺店）

日時：第2水曜
10：00〜11：30

子育て中のママたちと色々なあそびや、
ベビーマッサージをしたりしています。
こじんまりとしていますが、
親子でほっこりしに来てくださいね。

F 杉の子＆ミント
●

場所：池之浦公民館または
池之浦公園
日時：第3水曜
10：00〜12：00
※8月は休み
ブログあり「ふれあい広場
ちゃいるどきっず 堺市」で
検索してください。

場所：原寺公民館、原寺公園
日時：第4月曜（祝日除く）
10：30〜11：30
※8月は休み
10・12月は第2火曜
日置荘小学校で開催
ほんわか、
なごやかに月ごとの行事を楽しく
やっています。農園で芋、野菜の収穫もしています。

場所：丈六171-48
TEL：234-7282

I かるママひろば
●

J すまいるひろば
●
場所：登美丘西校区地域会館
日時：第4金曜
10：00〜11：30
※1月・8月は休み
ブログあり
「かるママひろば」で
検索してください。

25 スマイルキッズこども園
●
場所：石原町4丁294-3 1F
TEL：350-7209

26 菩提スタッフ
●
チルドレンルーム

製作や手あそびなど、
ママと子どもが
ゆったりと楽しめます。

場所：菩提町1丁26
TEL：286-1812

K 登西かるがもキッズ
●

27 OHANA保育園
●

場所：日置荘西町7丁16-18
TEL：370-3666
※園庭開放や各関連施設での取り組みについては、
直接施設等へお問い合わせください。
※市外局番はすべて「０７２」です。
※新型コロナウイルス感染拡大前に撮影した写真も掲載しています。

場所：登美丘東小学校
ふれあいルーム（和室）
【登美丘東小学校区限定】
日時：第2第4火曜
10：00〜11：30
※8月休み、12月の第4火曜、
祝日は休み
気軽に楽しくみんなで集まってワイワイ
おしゃべりをしています。気晴らしに来て
ください。みんなで待ってますよ。

園庭で楽しくあそびましょう。
おうちの人もお友だちができますよ！

24 サニーサイド北野田園
●

場所：野尻町46-1
TEL：284-8290

場所：白鷺町1-22-8

場所：登美丘東幼稚園 園庭
日時：ぐるんぱキッズ
【0〜3歳児】
毎週木曜
9：30〜11：00
※雨天中止

企業主導型保育事業

28 YPC保育園白鷺
●

D ほっこり家
●

H とんとん登東
●

19 ニチイキッズ
●
はつしば保育園

20 ぬくもりのおうち保育
●
堺高松団地園

リズム運動、大型絵本、家でできない
集団あそびで楽しいよ！みんなで待ってます。

日時：こりす組【2歳児】
園指定の火曜
10：30〜11：00
※いずれも雨天実施
詳しくは園のHPをご覧ください

G ぐるんぱキッズ
●

場所：西野488-17
TEL：235-8590

場所：日置荘西町2丁19-22
TEL：288-5010

場所：白鷺幼稚園
日時：ひよこ組【0〜2歳児】
園指定の火曜
9：30〜10：30

ちゃいるどきっず

元気いっぱい楽しくあそんでいる子どもたち
をみんなで見守りながら、
のんびりまったり
語らいましょう。

●
18 こぐまの森保育園
北野田園

30 白鷺幼稚園
●

場所：菩提町1丁26
TEL：286-1871

C ひよこ組・こりす組
●

場所：西野576-4
TEL：237-6835

小規模保育事業

場所：南引野集会所
日時：第2金曜
10：00〜11：30
※8月は休み

田畑が残る地域でホッとできる空間です。
みんなで子育て！楽しく集いましょう。

E ふれあい広場
●

●
17 麦の子保育園

FAX：072-286-6500

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、活動が中止になる場合があります。
お出かけ前は、東区ホームページ、
さかい子育て応援アプリのイベントページを
ご覧ください。

場所：南八下地域会館
【南八下小学校区限定】
日時：第2水曜
10：00〜11：30
※8月は休み

毎週大勢の親子が集い、温かな雰囲気の
中で、和やかにあそんでいます。

場所：野尻町284-48
TEL：285-1418

TEL：072-287-8612

B 八下西ふれ愛ベビーちびっこクラブ
●

保育所（民間）

●
16 しらさぎ保育園

子育てサークル・サロンのお問い合わせ
【東区役所子育て支援課 地域子育て支援事業担当】

場所：北野田駅近く
日時：第2・第4木曜
10：30〜12：00

住んでいる地域に関係なく、
ママたちが集い、
楽しくおしゃべりできる場所です。

L ベビーサンガ・キッズサンガ
●
場所：登美丘西校区地域会館
日時：第2金曜
10：00〜11：30
※1月・8月は休み

誕生月の子どもさんに「誕生日の歌」を
歌ってお祝いをし、近隣のこども園の
先生方といろいろな出し物で楽しみます。

場所：旭照寺（西野）
日時：第3月曜
ベビーサンガ
10：00〜11：30
キッズサンガ
15：00〜17：00
0歳〜小学生まで対象。
※日程変更の場合あり
本堂やお庭で、異年齢児とあそんだり、
旭照寺HPに記載
おやつをいただいたりします。

