令和 2 年度 前期
堺区役所
施設名

堺区認定こども園等園庭開放一覧表
子育て支援課

TEL 072-228-7023

4月

浅香こども園
大和川分園

FAX 072-222-4801
5月

20 日(水)分園ってどんなとこ？
遊びにおいで(園見学ツアー)

TEL:072-254-3303

認定こども園等では、いろいろな行事や遊びを通して地域の未就学児とその保護者の方と交流しています。
自由に参加できますが、予約が必要な場合や変更になる場合もありますので、各施設にお問い合わせください。
6月

7月

17 日(水) 分園ってどんなとこ？
遊びにおいで(園見学ツアー)

8月

9月
16 日(水)大きくなったかな

15 日(水)水であそぼ

(身体測定をして成長を感じよう)

備考
時間 10 時～1 時間程度
第 3 水曜日 定員 7 名程度 要電話
予約(毎月 1 日から受付開始)

浅香こども園(本園)

あすか保育園
TEL:072-221-0610

15 日(水)園庭遊び
18 日(土)親子体操教室
20 日(月)こいのぼり作り
(10:30～11:30)

9 日(土)親子体操教室
13 日(水)園庭遊び
18 日(月)園庭遊び
25 日(月)園庭遊び

1 日(月)園庭遊び
6 日(土)親子体操教室
17 日(水)園庭遊び
22 日(月)たなばたかざり作り
(10:30～11:30)

11 日(土)親子体操教室
15 日(水)園庭遊び
20 日(月)園庭遊び

3 日(月)水遊び
(10:30～11:00)
19 日(水)園庭あそび
31 日(月)手作りおもちゃ作り
(10:30～11:30)

20 日(月)園庭開放(水遊び)
27 日(月)園庭開放
(プールあそび)

3 日(月)園庭開放
(プールあそび)
24 日(月)園庭開放(人形劇)

27 日(土)

5 日(土)親子体操教室
7 日(月)園庭遊び
16 日(水)園庭遊び
28 日(月)スタンプ遊び
(10:30～11:30)

時間 10 時～12 時
（電話申込必要・当日申込み可）
0～3 歳の親子対象、帽子・水筒持参。
雨天時は、室内あそび
親子体操教室は 10 時～11 時
（電話申込必要・当日申込み可）

なつまつり(15:00～17:00)

英彰こども園
TEL:072-221-9465

おおぞら保育園
TEL:072-226-8108

15 日(水)園庭開放
(戸外あそび)
22 日(水)園庭開放
(制作：シール貼り)

13 日(水)園庭開放
(戸外遊び)
27 日(水)園庭開放
(消防訓練)

15 日(水)砂遊び

27 日(水)★ベビーマッサージ/
砂遊び(どちらかを選んで参加)
ベビーマッサージ持ち物：
バスタオル・フェイスタオル・
水分補給
砂遊び持ち物：着替え・水分補給

開花幼稚園
TEL:072-2234410
共愛こども園
TEL:072-2446780

錦西こども園
TEL:072-233-0162

堺東保育園
TEL:072-223-0362

10 日(水)園庭開放
(ジャガイモ収穫)
24 日(水)園庭開放(食育講座)
24 日(水)
離乳食講座/どろんこ
(どちらかえらんで参加)

10 日(金)
なつまつり(18：00 頃～)

12 日(火)園庭あそび
26 日(火)園庭あそび

15 日(水)園庭開放
親子ひろば

13 日(水)園庭開放
親子ひろば
20 日(水)わくわくデー

17 日(水)園庭開放
ミニ講座(看護師)
親子ひろば

17 日(金)
園のおもちゃで遊ぶ(室内)
身体計測

8 日(金)園庭あそび(戸外)
18 日(月)
シャボン玉あそび(戸外)

1 日(月)園庭あそび(戸外)
12 日(金)
ボールプール(室内)

20 日(月)遊具あそび(室内)

15 日(水)園庭開放

20 日(水)園庭開放

10 日(水)園庭開放

19 日(火)園庭あそび

9 日(火)園庭あそび
23 日(火)園庭あそび
日程未定 育児講座

TEL:072-282-7000

(ふれあいあそび・4 歳)

9 日(水)園庭開放
(新聞あそび・2 歳)

2 日(木)園庭遊び

23 日(水)リズム運動

2 日(水)園庭遊び

時間 10 時～11 時(雨天中止)
電話申込み必要、当日申込み可
損害保険親子分 50 円必要
持ち物：帽子・水筒 詳細は園ホーム
ページをご覧ください

2 日(水)保育体験
15 日(水)園庭開放

5 日(水)水遊び
親子ひろば

(0 歳～3 歳、各 3 組予約制)
※予約受付先着順
8 月 17 日(月)午前 10 時～

しおあなの森
保育園
TEL:072-244-7820

22 日(水)こいのぼり制作
(作品は持ち帰ります)

15 日(水)コーナーあそび

大仙保育園
TEL:072-241-8000

(好きなおもちゃであそぼう)

18 日(土)親子ふれあい広場
(リズムあそび)

16 日(土)
親子ふれあい広場
(うんどうあそび)
20 日(水)
お話し会・園庭あそび

3 日(水)★泥んこ遊び
10 日(水)劇鑑賞
24 日(水)新聞紙で遊ぼう

3 日(月)水あそび(戸外)

園庭開放 10 時～11 時 30 分
毎日 14 時～15 時と毎月第３(水)
10 時～11 時は園庭で遊べます(雨天
中止)育児相談しています。徒歩か自
転車で来園してください。

15 日(水)園庭開放

5 日(水)園庭開放

9 日(水)園庭開放

時間 10 時～
前日までに電話連絡必要

7 日(火)小麦粉粘土
21 日(火)
遊戯室でみんなであそぼう

4 日(火)
遊戯室でみんなであそぼう
25 日(火)おはなし会

8 日(火)
遊戯室でみんなであそぼう
15 日(火)園庭あそび

時間 10 時～11 時(時間厳守)
毎週土曜日 13 時半～15 時まで園庭
を開放。雨天時は室内遊び。育児相
談もしています。徒歩か自転車で来
園をお願いします。

(園の部屋に飾った後保育士が園
の笹に飾ります)

20 日(月)★水遊び
29 日(水)☆栄養士と一緒に
おやつ作りをしましょう

9 日(水)色水あそび
3 日(月)★水遊び
19 日(水)しゃぼん玉遊び

(着替えを持ってきてください)

16 日(水)
体を動かして遊ぼう

(事前予約制：7/1、9 時より先着
10 名、電話及び直接園に申込み)

17 日(水)親子でたのしむ
(ダンシングサンドあそび：部屋での
砂あそびです)

20 日(土)親子ふれあい広場
(楽器あそび)

園庭開放 10 時～11 時(雨天中止)
親子ひろば 11 時～11 時 45 分
徒歩か自転車でお越しください。
駐車場の利用はお声かけください。

4 日(金)
園のおもちゃで遊ぶ(室内)
身体計測

1 日(水)親子で七夕製作
13 日(水)ままごとあそび
20 日(水)
感触あそび(米粉など)
27 日(水)あさがおの種と
プチトマトの苗を植えよう

時間 10 時～11 時
土曜日 13 時 30 分～と毎月第 3（水）
午前中は園庭開放しています。
ご希望の方は身体計測ができます。
時間 10 時～11 時頃。登録料年間 500
円必要です。園庭は開園時間中毎日
開放しています。★印は前日までの
予約が必要(1 ヵ月前より開始。定員
になり次第締め切り)

どろんこ持ち物：着替え・水分補給

9 日(火)園庭あそび
23 日(火)園庭あそび

三宝こども園

2 日(水)園庭開放

15 日(水)お店屋さんごっこ

16 日(水)
風せん・ボールであそぼう
26 日(土)
うんどう会(午前)
バザー(午後)

時間 10 時～11 時 30 分
☆は お子さんと 保護者両方の三 角
巾・エプロンを持参してください
★はタオル、着替え、水着(水遊び)を
持参してください。平日 14 時 30 分
～16 時は園庭で自由に遊べます。
たんぽぽルーム（子育て支援室）は 10
時～11 時 30 分の間、サークルに貸し
出しています（要申込）
時間 9 時～11 時(変更月あり)
事前申込み必要
親子ふれあい広場
8 時 40 分～9 時 30 分 月～金 15 時
～16 時園庭開放しています

施設名

4月

5月

6月

ほいくえん
たんぽぽのくに

TEL:072-257-3322

ノーブル保育園
TEL:072-258-6767

ハピネス神石
こども園

28 日(火)触れ合い遊び・
こいのぼりを作ろう

28 日(火)園庭あそび

18 日(月)風船で遊ぼう
28 日(木)
室内あそびを楽しもう

5 日(水)絵の具遊び
22 日(土)夕涼み会

2 日(水)魚つり遊び
9 日(水)感触遊び

14 日(木)手づくりおもちゃ
予約開始日：4 月 24 日(金)

11 日(木)園庭遊び(消防訓練)
予約開始日：5 月 15 日(金)

9 日(木)水遊び
(持ち物：プールの用意タオ
ル・水着・プール用おむつ他)
予約開始日：6 月 12 日(金)

8 日(水)園庭開放
15 日(水)遊びの広場
23 日(木)園庭開放

14 日(木)園庭開放
20 日(水)園庭開放
26 日(火)遊びの広場

4 日(木)育児講座(歯のお話)
10 日(水)園庭開放
17 日(水)園庭開放
25 日(木)園見学会

3 日(金)遊びの広場
4 日(土)夜のつどい(17:30～)
15 日(水)園庭開放(ホール)
21 日(火)園庭開放(ホール)
28 日(火)遊びの広場

21 日(火)園庭開放

8 日(金)園庭開放
19 日(火)★移動動物園
(予約が必要です)

4 日(土)夏まつり
(夕方から始まります)
14 日(火)園庭開放
たらいで水あそび

18 日(土)園内開放

23 日(土)園内開放

23 日(火)園庭開放
20 日(土)園内開放

まめっこクラブ(未就園児の親子)

TEL:072-232-3193

ふたば組(2 歳児の親子)、わかば組(3 歳児の親子)

湊こども園
TEL:072-241-3448

時間 10 時～10 時 45 分(多少前後します)
対象：1 歳児・2 歳児
前日までの電話予約制
先着順、定員になり次第締切

1 日(水)水遊び
8 日(水)しゃぼん玉遊び
22 日(水)泥んこ遊び

(歯科衛生士さんと保健師さんによ
る育児相談)

4 日(土)夏まつり
18 日(土)園内開放

17 日(金)親子体操
23 日(木)園庭遊び

14 日(木)園庭遊び
22 日(金)親子体操

4 日(土)園庭あそび
23 日(木)園庭あそび

9 日(土)園庭あそび
26 日(火)園庭あそび

ふたば組

時間 9 時 30 分～11 時
(受付 9 時 15 分～)
対象 0～3 歳児 定員 30 組
予約開始日以降に電話予約
(平日 14 時～16 時半まで)

5 日(水)園庭開放(ホール)
19 日(水)園庭開放(ホール)
27 日(木)園見学会

1 日(火)遊びの広場
8 日(火)園庭開放(ホール)

時間 10 時～11 時 30 分
毎月、身長、体重をはかります。
遊びの広場では簡単な制作を行いま
す。車で来られる方は、近隣のパーキ
ングに車を停めてください。

11 日(火)園庭開放(ホール)
たらいで水あそび
28 日(金)
園庭開放(園見学も可)

11 日(金)合同見学会
18 日(金)
園庭開放(園見学も可)

22 日(土)園内開放

5 日(土)園内開放

10:40～11:10 わかば組

9:30～10:30 (祝日・幼稚園の行事の関係で変更あり)

7 日(火)七夕まつり
17 日(金)親子体操

6 日(木)園庭遊び

18 日(金)親子体操
24 日(木)園庭遊び

4 日(土)夜のつどい(18:00～)
未定 プール遊び

4 日(火)水遊び

2 日(水)
クラスに入って遊ぼう
26 日(土)園庭あそび

持ち物：おてふきタオル、帽子、靴、着替え（パンツ、おむつ）、参加カード(初回にお渡しします)

湊はなぞの
幼稚園

園庭開放
(園庭での自由遊び)

TEL:072-244-9754

園庭開放
(園庭での自由遊び)
親子体験教室
(楽しいプログラムを行います)

園庭開放(園庭での自由遊び)
親子体験教室

園庭開放(園庭での自由遊び)
親子体験教室

(楽しいプログラムを行います)

(楽しいプログラムを行います)

1 週目は 0 歳児、2 週目は 1 歳児、
3 週目は 2 歳児以上が対象
時間 10 時～11 時

3 日(木)ミニ運動会
予約開始日：7 月 10 日(金)

9:30～10:40 (祝日・幼稚園の行事の関係で変更あり)
4 日(木)園庭遊び
19 日(金)親子体操
25 日(木)園庭遊び
4 日(木)歯科教育指導
(育児講座)※歯ブラシ持参
13 日(土)園庭あそび
18 日(木)園庭あそび

ほいくえんたんぽぽのくに
http://tan-popo.com
受付 10 時 20 分～10 時 30 分
活動時間 10 時 30 分～11 時
前日までの電話予約必要（1 カ月前よ
り予約開始・定員になり次第締切)

3 日(水)育児講座
10 日(水)新聞遊び
17 日(水)七夕製作

3 日(水)歯みがき指導

備考

16 日(水)
新聞遊びを楽しもう
28 日(月)大型マット・
バランスウェーブで遊ぼう

13 日(水)エプロンシアター

15 日(水)先生とお友だち

三国丘幼稚園

TEL:072-232-1201

31 日(金)
氷・色水遊びを楽しもう

6 日(木)寒天遊びを楽しもう
26 日(水)
氷・色水遊びを楽しもう

24 日(木)園庭あそび

TEL:072-225-0313

みどり幼児園

どろんこ遊びを楽しもう

27 日(木)園庭あそび

ベルキンダー安井
(分園)

7 日(火)

22 日(水)園庭あそび

TEL:072-232-4376

ベルキンダー安井
TEL:072-232-1188

16 日(火)園庭の遊具や
お砂場で遊ぼう
30 日(火)七夕飾りを作ろう

25 日(木)園庭あそび

文化保育園

TEL:072-221-7030

9月

28 日(木)園庭あそび

TEL:072-245-5100

ベルキンダー

8月

音楽や英語のふれあいあそびの時間にご参加いただけます。（要申込み）
日時等詳細は 6 月以降に当園ホームページにてご確認ください

TEL:072-227-2714

なかよしの森
認定こども園
(堺園舎)

7月

園庭開放
(園庭での自由遊び)
親子体験教室
(楽しいプログラムを行います)
※9 月は 2 回開催します

10 時～11 時 15 分
随時、身長、体重が測れます。
★予約が必要です。
1 ヵ月前から電話予約を開始します。
育児相談行っています。
時間 10 時～11 時
毎月身長、体重を測ります。
※内容を変更する場合もあります。
不定期の金曜日開催です。詳しくは
園ホームページをご覧ください。
時間：10 時～11 時
親子体操に参加されるには、
マイ保育園の登録が必要です。
10 時～11 時（9 時 50 分より受付）
（土曜日は 11 時～12 時）
先着 20 名
3 歳未満児対象

※園の行事等によって変更となる場
合もありますので、詳しい日時につ
いては園ホームページの「園からの
お知らせ」をご確認ください。

原則として園庭開放は毎月第 3 月曜日(10：00～12：00)に、体験教室は毎月第 3 金曜日(10：30～11：30)に実施します。

龍谷保育園
TEL:072-229-7330

ろぉたす保育園
TEL:072-275-5838

15 日(水)園庭遊び
21 日(火)園庭遊び
15 日(水)5 月分受付 TEL

25 日(土)室内遊び

13 日(水)園庭遊び
19 日(火)園庭遊び
27 日(水)園庭遊び
19 日(火)6 月分受付 TEL

23 日(土)室内遊び・お散歩

9 日(火)感触遊び
17 日(水)園庭遊び
23 日(火)感触遊び
17 日(水)7 月分受付 TEL

27 日(土)制作遊び

7 日(火)親子ふれあい遊び
14 日(火)親子ふれあい遊び
15 日(水)園庭遊び
15 日(水)8 月分受付 TEL
18 日(土)水遊び
(持ち物：タオル・着替え)

24 日(月)プール遊び
25 日(火)プール遊び
24 日(月)9 月分受付 TEL

2 日(水)室内遊び
2 日(水)10 月分受付 TEL

園庭遊びは 9 時 45 分～11 時
受付 TEL は 13 時 30 分～時間厳守
子育て相談に応じています。

22 日(土)色水遊び・感触遊び
(持ち物：タオル・着替え)

26 日(土)
ボディーペインティング
(持ち物：タオル・着替え)

時間：10 時～対象：就学前
(在園児は 0～2 歳) 水分補給できる
ものを持参してください
詳しくは園ホームページ・ブログを
ご確認ください

