
　注意事項：★マークのある内容は年齢や対象を設定しています。その他、詳細情報についても、各施設にお問い合わせください。

保育施設名 10月 11月 12月 1月 2月 3月 予約制 HP

あいこども園北花田 12日・19日・26日 2日・9日 7日 園庭遊び 11日・18日・25日 1日 おにの面作り 1日・8日・15日

奥本町1-333 16日・30日 21日 クリスマス制作 22日 ひな人形制作

℡   250-1401 園庭遊び 園庭遊び 園庭遊び 8日・15日園庭遊び 園庭遊び

あかつき保育園  5日 絵の具遊び  2日 散歩（パラバルーン） 14日 クリスマス製作 11日 小麦粉粘土遊び 1日 節分製作　　　　 1日 ひなまつり製作

南花田町1687-2 ★19日 赤ちゃんクラブ 16日 音楽遊び 21日 作って見ま専科　 ★25日 赤ちゃんクラブ 15日 手型足型スタンプ 15日 園庭遊び

℡　251-0200 26日 運動会ごっこ ★29日 赤ちゃんクラブ

浅香こども園 19日 園庭あそび 16日 シール貼り 21日 クリスマス会　　　　 18日 米粉粘土 15日 手型・足型アート

東浅香山町3-31-1           お絵描き 　      (製作)

℡　254-3303　

浅香こども園五箇荘分園 19日 庭、砂場遊び 16日 木育遊び 21日 クリスマス製作 17日 ホール遊び 15日 手形スタンプ

新堀町2-45

℡　250-0275

アンパス保育園 11日 小麦粉粘土 8日 カバン作り 6日 誕生日会・戸外遊び 10日 誕生日会・室内遊び 7日 節分 7日 アスレチック遊び

長曽根町1228 18日 誕生日会・戸外遊び 22日 絵具遊び 13日 クリスマスパーティー 17日 アスレチック遊び 28日 誕生日会・室内遊び 14日 誕生日会・戸外遊び

℡　256-1333 25日 ハロウィン 29日 誕生日会・戸外遊び

いづみ保育園 7日 どんぐりひろい 4日 公園遊び 2日 クリスマス制作 20日 節分お面つくり 3日 リズム遊び 3日 手作りおもちゃ

新金岡町4-6-1 18日 公園遊び散歩 17日 ひな祭り制作

℡　255-7920 雨天中止 雨天中止

上野芝陽だまり保育園

東上野芝町2-545-2

℡　253-7366

上野芝陽だまり保育園分園

百舌鳥本町1-1-3-102

℡　258-4115

かなおか保育園 予約日 3日 予約日 1日 予約日 1日 予約日 4日 予約日 1日 予約日 1日

金岡町2093 19日 園庭遊び ★2日 園庭遊び ★7日 離乳食講座 ★11日 鬼の面製作 ★8日 ひなモビール製作 ★8日 園庭遊び

℡　269-4406 ★16日 園庭遊び ★14日 触れ合い遊び ★18日 鬼の面製作 ★15日 ひな人形製作 ★15日 園庭遊び

がんば白鷺保育園 ６日 10：00～ 10日 10：00～ 8日 10：00～ 12日 10：00～ ９日 10：00～ 9日 10：00～

金岡町1634-1 　園庭遊び 　砂遊び～園児と交流～  ぐるぐるへびを作って遊ぼう 　凧を作って遊ぼう ボールを作って遊ぼう 　園庭遊び

℡　252-7750 （雨天中止） （雨天中止） (雨天中止） (雨天中止） (雨天中止） (雨天中止）

北花田こども園 ★離乳食講座
★コモンセンスペアレンティング

           （しつけの方法）
★サーキット運動(1～2歳半)

 ★WARAリズム

赤ちゃんの為の体幹エクササイズ

東浅香山町4-1-22 12日 生後4～8か月(初・中期食） 2日 イヤイヤ期の始まり編(～2歳まで)  体幹が育つ動きに挑戦!! 1日 生後3～6か月

℡　255-5400 19日 生後9か月～1歳半(後・完了食） 9日 イヤイヤ期全盛期編(2～3歳半) 11日・25日  8日 生後７か月～１歳

北八下幼稚園 4日 15日 6日 24日 7日

南花田町345

℡　252-0878

黒土こども園たあとる 19日 16日 14日 18日 15日

黒土町13-4 ボールあそび 色水あそび クリスマス 寒天あそび センサリーボトル作り

℡　267-4073

五ヶ荘保育園 ★12日 ベビーヨガ ★2日 運動遊びをしよう ★7日 サンタと遊ぼう ★11日 園庭遊び ★8日 ママの体のメンテナンス ★1日 ベビーパーク

船堂町1-14-33 ★19日 ベビーパーク ★16日 アクセサリー作り ★21日 園庭遊び ★18日 園庭遊び ★15日 ベビーヨガ ★8日 コープの遊ぼう会

℡　252-3332 ★30日 園庭遊び

子音つばさこども園 11日 「ハロウィン製作」 8日 「楽器あそび」 13日 「クリスマス製作」 17日 ★「離乳食講座」 7日 「マグネットあそび」 14日 「春をみつけよう！」

長曽根町3018-9 園庭遊び 園庭遊び 園庭遊び 園庭遊び 園庭遊び 園庭遊び

℡ 　252-0283

新金岡こども園 19日 園庭で自由あそび 16日 園庭で自由あそび 21日  園庭で自由あそび 18日  園庭で自由あそび 15日  園庭で自由あそび 15日  園庭で自由あそび

新金岡町4-3-1 時間：13：00～14：00 時間：13：00～14：00 時間：13：00～14：00 時間：13：00～14：00 時間：13：00～14：00 時間：13：00～14：00

℡　251-1506

新金岡センター保育園 1日 5日 3日 7日 4日 4日 

新金岡町4-1-6 園庭解放 園庭解放 園庭解放 園庭解放 園庭解放 園庭解放

℡　256-2266

× ×

〇 ×

〇 〇

○ ○

○ ○

○ ×

★あかちゃんと一緒に遊ぼう（4か月から1歳3か月）

詳細、見学は直接、保育園に電話してください。 ○ ×

〇 ×

第2木曜日の10:00～11:00

○ ×（10月は第2木曜日は実施せず、20日に実施します。）

園庭遊びや室内であそびます

× 〇
（名称：くまちゃんクラブ　対象：0歳～未就園児　時間：10:00～11:00　※当日受付時にお子さん一人につき200円/年の傷害保険加入）

〇 〇

× ×

〇 〇

〇 〇

× ×

〇 〇

〇 ×

あそぼうよ！ 北区子育て支援課

TEL：072‐258‐6621

FAX：072‐258‐6883
北区保育施設 園庭開放一覧 ２０２２年度 １０月～３月

～保育施設では、いろいろな行事や遊びを通して

地域の皆さんと交流しています～

予約制でない場合でも、状況により

予約が必要となる事があります。

ホームページにて園庭開放の詳

しい情報が確認できます。新型コロナウイルス感染症拡大防止の為、園庭開放の実施について内容の変更、

または中止の場合があります。必ず事前に各施設へお問い合わせしてください。



　注意事項：★マークのある内容は年齢や対象を設定しています。その他、詳細情報についても、各施設にお問い合わせください。

保育施設名 10月 11月 12月 1月 2月 3月 予約制 HP

地域の皆さんと交流しています～

予約制でない場合でも、状況により

予約が必要となる事があります。

ホームページにて園庭開放の詳

しい情報が確認できます。新型コロナウイルス感染症拡大防止の為、園庭開放の実施について内容の変更、

または中止の場合があります。必ず事前に各施設へお問い合わせしてください。

新金岡西こども園 25日 人形劇 14日 クリスマス製作 18日 体操のお兄さんと遊ぼう 15日 マジックショー

新金岡町2-5-19

℡　250-0010

認定こども園　新宝珠幼稚園

金岡町1086

℡　257-0626

ときわこども園 19日 合同ハロウィンあそび 16日 サーキット遊び 21日 合同クリスマス会 18日 新聞遊び 15日 楽器遊び  8日 絵本遊び

常磐町3-18-5  テーマ：Halloween 14日 英語あそび 16日 英語あそび 13日 英語あそび  6日 英語あそび

℡　253-3525 テーマ：toy  テーマ：body parts  テーマ：Shape  テーマ：picture book

なかもずこども園 19日 ハロウィン製作 22日 園庭あそび 23日 クリスマス会 19日 おにのお面製作 3日 まめまき会 15日 園庭あそび

中百舌鳥町6-998-6 カラーポリ袋でかぼちゃ SLマンやアンパンマン号の 一足先にサンタさんに会え まめまきに向けて鬼のお面 みんなで鬼退治！ SLマンやアンパンマン号の

℡　252-5300 おばけの衣装作り★1歳以上 遊具が人気です★1歳以上 るかも・・？　★2歳以上 を作ろう　　　★1歳以上 ★1歳以上 遊具が人気です★1歳以上

なかよしの森認定こども園 14日 お弁当作り 1日 つり飾り作り（自然物） 1日 サンタさん作り 13日 ししまい作り 6日 雪だるま作り 3日 乗り物作り

長曽根町661 27日 ハロウィンかばん作り 14日 ケーキ作り 19日 クリスマスツリー作り 23日 鬼さん作り 22日 ひな飾り

℡   257-0215

なないろこども園 14日 ハロウィンを楽しもう 18日 園庭遊び 16日 クリスマスを楽しもう 20日 リトミック遊び 17日 身長・体重を測ろう

金岡町3042-4

℡　246-7716

小規模保育事業　なるなる保育園

常磐町3丁7-21

℡　256-3111

東浅香山こども園 12日 育児講座 9日 園庭遊び 14日 園庭遊び 11日 園庭遊び 8日 園庭遊び 1日 園庭遊び

大豆塚町１-25-4 19日 園庭遊び 16日 育児講座 21日 育児講座 18日 園庭遊び 15日 園庭遊び 15日 園庭遊び

℡　252-4700 （時間　12：30～13：30） （時間　12：30～13：30） （時間　12：30～13：30） （時間　12：30～13：30） （時間　12：30～13：30） （時間　12：30～13：30）

東三国丘保育園 5日 しゃぼん玉遊び 2日 運動遊び 7日 製作遊び 18日 お正月遊び 1日 園庭遊び・鬼面作り 1日 園庭遊び・雛人形作り

東三国ケ丘町3-4-1 19日 親子ふれあい遊び 16日 身体計測 21日 お餅つき 15日 音遊び 15日 お楽しみ会

℡　254-9392 　　  計測カード作り

ひかり保育園 28日 ハロウィンパーティに 17日 ★保育士と一緒に遊ぼう！ 11日 ★看護師による 下旬　★観劇

南長尾町1-1-6 　　 参加しよう！                 あれこれ講座

℡　257-9500 31日 ★ひかりっこくらぶ

ビクトリー保育園 6日　晴：屋上あそび 10日　晴：屋上あそび 8日　晴：屋上あそび 12日　晴：屋上あそび 9日　晴：屋上あそび

中長尾町2-5-22 　　  雨：リトミック 　　    雨：運動あそび 　　  雨：ふれあいあそび 　　　 雨：感触あそび 　　  雨：リトミック

℡　257-0573 10：00～10：45 10：00～10：45 10：00～10：45 10：00～10：45 10：00～10：45

ひのまるこども園 25日 29日 20日 24日

中百舌鳥町1-239

℡　252-2968

百舌鳥こども園

百舌鳥赤畑町5-70４

℡　250-0415

ゆめの樹こども園さかい 第4水曜日 22日 第4水曜日 第4水曜日 第4水曜日 第4水曜日

金岡町2480-4 10：00～11：00 10：00～11：00 10：00～11：00 10：00～11：00 10：00～11：00 10：00～11：00 

℡　242-7034 要予約制 要予約制 要予約制 要予約制 要予約制 要予約制

よろこびの園 5日 園庭遊び 2日 サーキット遊び 14日 クリスマス製作（要予約） 18日 リズム体操で 15日 園庭遊び

百舌鳥西之町2-178-1 19日 運動遊び 16日 園庭あそび 　　 交流会 　　 体を動かそう 　　 交流会（大型絵本）

℡　225-4429 ※水筒を必ず持参して下さい ※水筒を必ず持参して下さい ※水筒を必ず持参して下さい ※水筒を必ず持参して下さい ※水筒を必ず持参して下さい

ろばのこ保育園 19日 園庭あそび ★16日 サーキットあそび 21日 クリスマス会 18日 園庭あそび 8日 写真フレーム作り

百舌鳥梅町1-16-1 （予約なし）    又は園庭あそび（2才から） （予約なし）    又は　園庭あそび

℡　230-4417 　

わんぱく保育園 20日 ★離乳食講座 17日 ★遊び講座 16日 ★パネル作り 19日 ★絵本講座 16日 ★離乳食講座 17日 ★わらべうた

金岡町954-2 11日 ★幼児食講座 8日 ★運動遊び 13日 ★クリスマス製作 10日 ★大根ひき体験 21日 ★楽器で遊ぼう！ 14日 ★終了セレモニー

℡　259-4721

〇 〇

奇数月に１０：００～１２：００、雨天中止で、汽車を運行しています。日程については、園ホームページ「未就園児のお子様へ」をご覧ください。

園庭開放についてもホームページで毎月ごとに日程をお知らせします。

未就園児体験クラス「うさぎ組」は事前予約制で火曜日１０：３０～１１：３０に行っています。

× 〇

〇

１か月前

10時～

電話

受付

〇

× ×～なないろこども園の

　　　   看護師と話そう～

○ ○

〇 ×

〇
前日

10時~

電話

受付

×

○ ×

開催は第二水曜日の10：00～11：00

対象：０歳~２歳　詳細は園のインスタグラムに掲載します。ご予約、問い合わせは電話してください。

※園見学は随時受付ています。事前に電話してください。

○
×
詳細は

インス

タにて

× ○

★第2木曜日（ぴよぴょんひろば）対象0.1歳児の親子　内容：育児交流、ふれあい遊び　10組

★第4木曜日（わんわんひろば）対象2歳児から5歳児の親子　内容：育児交流、ふれあい遊び、制作遊び　10組 〇 〇

〇 〇

〇 ×

〇 〇
（詳細はホームページにてお知らせしますので確認ください。）

〇 〇

× ○

〇

毎月初日

の平日

10時～

電話予約

○


