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日程 内容 時間 備考

夏まつり（17:00～18:00）

保育園のお祭にご参加下さい

いろんなコーナーをまわっていただけます

（チケットは事前に有料販売です）

園庭開放

水遊びを楽しみましょう

園庭開放

お庭で遊んだり、水遊びをしたりしましょう

11月14日(木) どんぐりでマラカスをつくってみましょう

12月17日(火) 楽しいクリスマス会の制作をします

1月16日(木) 鬼のお面を作ったり、豆まきごっこを楽しみましょう

2月18日(火) かわいいおひなさまを作りましょう

うきの風の子保育園　℡505-9550　浮野町97-93

日程 内容 時間 備考

6月6・20日(木) 園庭開放（外でいっぱいあそびましょう） 10:00～11:00

7月18日(木)
プール・水遊び
（水着やタオルを持参ください）
※参加は、当日10:00までに予約が必要です

11:00～12:00

7月26日(金) 夏まつり（チケット有料、予約必要） 17:00～19:00(予定)

8月22日(木)
プール・水遊び
（水着やタオルを持参ください）
※参加は、当日10:00までに予約が必要です

11:00～12:00

9月5・19日(木)

10月18日(金)・24日(木)

11月7・21日(木)

12月  5日(木)

1月16日(木)

2月27日(木)

比良西保育園（遊ぼう会）　℡502-7076　清里町126

9:45～11:00
（夏まつり以外）

10月23日(水)

※ 雨天または寒い
時は、遊戯室で室
内遊びをします。

※ 予定が変更にな
る場合は、掲示板
等でお知らせしま
す。

※ 遊ぼう会終了後
は、毎回入所にあ
たっての説明を聞
いたり、園内見学
ができます。ご希
望の方はお声かけ
ください。

※ 園内でのお子様
の安全は、保護者
の方が確保して下
さい。使用したお
もちゃ等はお帰り
になる時に片づけ
をお願いします。

6月13日(木)

7月12日(金)

5月15日(水) 園庭開放
保育園のお庭であそびましょう

8月 2日(金)

9月11日(水)

運動会ごっこをしてあそびましょう
(おみやげも用意してあります)

※安全に遊んでいただく為にも、お子さんから目を離さないでください。

※気軽に遊びに来てください！

※各自で着替え・水分補給ができるようご用意ください。

園庭開放（外でいっぱいあそびましょう）

対象：未就園児
雨天でも行います

対象：未就園児
(雨天中止)
※夏まつりも雨天
中止です

10:00～11:00

室内開放（お部屋のおもちゃであそびましょう）
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野南保育園　℡503-4343　野南町68
日程 内容 時間 備考

 5月28日(火) お友だちと一緒にあそびましょう(園庭・部屋)

6月20日(木) お友だちと一緒にあそびましょう(園庭・部屋)

☆ 7月  5日(金) 保育園の七夕に参加します。

  9月12日(木) リズムあそびをしましょう

10月24日(木) 運動会ごっこをしましょう

11月14日(木) 楽器であそびましょう

12月11日(水) お友だちと一緒にあそびましょう(園庭・部屋)

1月16日(木) お友だちと一緒にあそびましょう(園庭・部屋)

2月19日(水) お兄さん、お姉さんと一緒にあそびましょう

☆ 3月  3日(火) 保育園のひな祭り会に参加します

詩織保育園　℡938-3253　西原町88

日程 内容 時間 備考

5月16日(木) 園庭解放

6月20日(木) 園庭解放

7月12日(金) 夕涼み会　※未就園児対象、雨天中止 17:00～18:30
園庭にて買い物ごっ

こ、ゲーム、踊り等を
楽しみます

7月25日(木) 園庭解放・水遊び

8月 8日(木) 園庭解放・水遊び

9月12日(木) 園庭解放

10月17日(木) 園庭解放

11月 7日(木) 音楽鑑賞　※要予約 1歳児以上
参加費:1人200円

二人のクラリネット
演奏を鑑賞します

11月21日(木) 園庭解放

12月19日(木) 園庭解放

1月15日(水)
人形劇鑑賞：むすび座 　※要予約
「ぶんぶく茶がま」
「おばあさんとマリーちゃん」

9:45～10:45
(9:30集合)

参加費
親子1組800円

※各自の着替え、タオル等必要なものを持参ください。

※園内食事は禁止ですが、水分補給は各自でお取りください。

※子育てに関する相談をお話しください。

※保育園ホームページもあわせてご覧ください。

予約不要

参加費無料

☆印は保育園の

行事です

水遊びができる服装で
お出かけください

10:00～11:00

10:00～11:00

10:00～11:00
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平田保育園（きらきら）　℡501-8820　平出町87
内容 時間 備考

お誕生日会/こいのぼり制作

園庭であそぼう ※雨天時きらきらルーム

園庭であそぼう ※雨天時きらきらルーム

園庭であそぼう ※雨天時きらきらルーム

お誕生日会/身体測定

【A】からだづくり ※予約制（10組）

園庭であそぼう ※雨天時きらきらルーム

【B】からだづくり ※予約制（10組）

お誕生日会/七夕制作

お誕生日会/身体測定

お誕生日会/身体測定

心肺蘇生法講習 ※予約制（5組）

心肺蘇生法講習 ※予約制（5組）

園庭であそぼう ※雨天時きらきらルーム

お誕生日会/身体測定

園庭であそぼう ※雨天時きらきらルーム

お誕生日会/ハロウィン制作

【A】からだづくり ※予約制（10組）

お誕生日会/身体測定

園庭であそぼう ※雨天時きらきらルーム

お誕生日会/クリスマス制作

【B】からだづくり ※予約制（10組）

きらきらルームであそぼう

クリスマス会

お誕生日会/節分制作

きらきらルームであそぼう

お誕生日会/ひなまつり制作

お誕生日会/身体測定

園庭であそぼう ※雨天時きらきらルーム

【A】…0歳～1歳半　　

【B】…1歳半～就園前（兄弟の方は年齢の上のお子さまに合わせていただきますようおねがいいたします）

☆子育て支援のお部屋“きらきらルーム”

　　　　　　　　　　月曜日～金曜日　9:30～11:30、12:30～15:30開放しています。
　　　　　　　　　※園の行事で変更やお休みになる事があります。その都度毎月発行の「きらきら」や
　　　　　　　　　　平田保育園「子育て支援センターきらきら」のサイトでご確認ください。
※　参加費は無料です。
※　駐車スペースはありません。ベビーカー、自転車等でお越しください。
※　6:00の時点で暴風・大雨・大雪などの警報がでているときは、その後警報が解除されても
　　その日の”きらきら”はお休みになります。
※お子さんや活動に合わせてお茶、着替え、タオル、帽子などご持参ください。

7月18日(木)

5月30日(木)

6月 6日(木)

日程

5月29日(水)

6月20日(木)

6月27日(木)

10:00～11:30

10:00～11:30

9月14日(土)

9月19日(木)

10月12日(土)

10月31日(木)

10:00～11:30

10:00～11:30

8月22日(木)

5月11日(土)

9月 3日(火)

7月13日(土)

5月22日(水)

4月25日(木)

模擬店は有料

6月15日(土)

西原公園
雨天時幼児競争中止

模擬店は有料ふれあい広場
時間はお問い合
わせください

時間はお問い合
わせください。

時間はお問い合
わせください

運動会　幼児競争に参加しよう！

なつまつり

3月14日(土)

11月30日(土)

12月19日(木)

3月12日(木)

2月13日(木)

12月14日(土)

12月12日(木)

1月16日(木)

1月18日(土)

11月14日(木)

11月16日(土)

9月 5日(木)

12月 5日(木)

10月24日(木)

10月19日(土)
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日程 時間 備考

４月

５月

６月

７月

８月

９月

10月

11月

12月

１月

２月

３月

＊駐車場が限られていますのでなるべくベビーカー、自転車などでお越しくださいますよう

　お願い申し上げます。

＊子育て相談などは随時受け付けています。お気軽にご相談ください。

＊予定が変更になることがありますので、詳細はＨＰをご覧ください。

＊ＨＰには、園庭開放日やキッズ（大野木コミュニティセンター）での活動もお知らせさせて
　いただいていますのでご確認ください。
＊子育て支援のお部屋「ふわふわプレイルーム」は、月曜日～金曜日9:30～12:00と13:30～16:00に
　開放しています。(円の行事でお休みになったり、予約制の場合もありますので、
　その都度HPで確認してください)

寺子屋まんぼう　℡ 501-9666　貴生町164-1

日程 時間 備考

6月 8日(土) にこにこ 手遊び・歌遊びをしよう

7月 6日(土) にこにこ ふれあい遊びをしよう

9月14日(土) にこにこ 大型絵本をみよう・園見学

10月12日(土) にこにこ リズムで遊ぼう・園見学

11月16日(土) にこにこ パネルシアターをみよう

3月 7日(土) にこにこ 楽器で遊ぼう

　　　　　　お願いいたします

大の木保育園（ふわふわ）　℡050-3447-2577　大野木2-135

　　　　　※ 予定が変更になる事があるので、必ず予約のお電話をいただけるようお願いいたします。

　　　　　※ 子育て相談等は随時受け付けています。お気軽にお電話ください。

　　　　　　遠方や雨天などで駐車場が必要な方は予約時にご相談ください。

　　　　　※ 駐車場が限られていますのでなるべくベビーカー、自転車等でお越しくださいますよう

内容

　　　　　　遠方や雨天などで駐車場が必要な方は予約時にご相談ください。

TELにて予約を
お願いします

10:00～11:00

10:00～11:00

ふれあい遊び

こいのぼり制作

内容

・基本的に３Ｆ
ホールで行いま

す。

・毎回予約制
で、定員は10
組とさせていた

だきます。

・予約は、プレ
イルームにて受
け付けています
のでお気軽にお
立ち寄りくださ

い。

絵の具遊び・手形スタンプ

ふれあい遊び

絵の具遊び・粘土遊び

七夕まつり

父の日制作

お別れ遠足(蛇池公園)

ひなまつり制作

ふれあい遊び

クリスマス制作

粘土遊び
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日程 時間 備考

4月23日(火) 園庭開放 10:00～11:00
未就園児親子5組

帽子・水筒をお持ちください。

5月16日(木) 園庭開放 10:00～11:00
未就園児親子5組

帽子・水筒をお持ちください。

5月23日(木) 室内遊び 10:00～11:00
未就園児親子5組

上靴をお持ちください。

6月11日(火) 給食を食べよう【食育】 11:00～12:00 未就園児親子5組
普通食が食べられるお子様 食材費一人300円

6月20日(木) ベビーマッサージ 10:00～11:00
6か月～1歳未満 親子5組

バスタオル1枚お持ちください。

7月 9日(火) プレママ交流会 14:30～15:30
妊娠されている方 5組

食材費・材料費1人100円

7月26日(金) 夏まつり 17:30～19:30
未就園児親子10組

徒歩または自転車でお越しください。

9月 5日(木) 離乳食を食べよう【食育】 11:00～12:00
未就園児親子5組

参加費無料

9月17日(火) 園庭開放 10:00～11:00
未就園児親子5組

帽子・水筒をお持ちください。

10月12日(土) 運動会(大野木小学校体育館) 9:00～12:00 未就園児親子

10月23日(水) 移動動物園 9:30～11:00 未就園児親子5組
※9月2日(月)10:30より電話にて受付開始

11月 7日(木) 園庭開放 10:00～11:00
未就園児親子5組

帽子・水筒をお持ちください。

11月28日(木) 14:30～15:30
妊娠されている方 5組

食材費・材料費1人100円

12月 6日(金) クリスマス飾りを作ろう【製作】 10:00～11:00
未就園児親子3組
1歳児以上対象

12月17日(火) おやつを食べよう【食育】 14:45～15:15 未就園児親子5組
普通食が食べられるお子様 食材費一人100円

1月17日(金) 伝承あそび【製作】 10:00～11:00
未就園児親子3組
1歳児以上対象

1月30日(木) 給食を食べよう【食育】 11:00～12:00 未就園児親子5組
普通食が食べられるお子様 食材費一人300円

2月 7日(金) 園庭開放 10:00～11:00
未就園児親子5組

帽子・水筒をお持ちください。

2月22日(土) 発表会【観覧】 9:00～12:00 未就園児親子

3月17日(火) おやつを食べよう【食育】 14:45～15:15 未就園児親子5組
普通食が食べられるお子様 食材費一人100円

※ 参加希望の方は平日10時～17時の間にお電話にてお問い合わせください。また受付は前日までとさせて頂きます。

　 また、お子様の上靴がある方はお持ちください。

※参加人数が明記されている内容に関しては、先着順とさせていただきます。

内容

※ 靴を置くスペースがないので靴を入れるビニール袋をお持ちください。また、お子様の上靴がある方はお持ちください。

オアシスこども園　℡501-8117　大野木4-43

※駐車スペースは数台のみの用意となります。利用される方はお電話にてお知らせください。

プレママ交流会
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日程 内容 時間 備考

※8日(月)より始めます
18日(木）　大型絵本をみましよう
2５日(木)　こいのぼり作り

11月

４月

21日(木)　手づくりおやつの作り方
未定　保健師さんの話

12月
  ５日(木)　クリスマスリースを作りましょう
19日(木)　クリスマスの絵本を見ましょう
※2６日(木)～年末休み

1月
※1日(水)～３日(金)はお休み
1６日(木)　大型絵本を見ましょう
29日(水)　鬼のお面作り

2月

※お車の駐車スペースはありませんので、ベビーカー、自転車等でおいでください。

※使用したおもちゃ等は、お帰りになるときに片づけをお願いします。

※予定が変更になる場合もあります。ＨＰや園の掲示板などで確認してください。

  ５日(水) 　 わらべうた
2７日(木)　  おもちゃづくり
※２１日(金)はお休みです

※活動中の事故、ケガについては、応急処置は行いますが責任は負いかねますので、お子さんから目を

　離さないようご注意ください。

※会場内においてスマートフォン等で写真や動画の撮影をし、ブログやＳＮＳ等に掲載することは他の方

　の肖像権やプライバシーの侵害となることがありますので、ご遠慮ください。

3月 1７日(火)　 おたのしみ会

上小田井第二保育園(かみおたい)　　ＴＥＬ505-5512   市場木町440

AM
9:30～12：00

PM
1：00～3：30

毎週
月～金はあそびの

ひろばです。
室内及び屋上で
あそべます。

予約不要。
参加費無料です。

　

毎月活動最終日は
身体測定ができま

す。

子育ての悩みや
発達の事など
気軽にご相談
ください。

イベントは午前中
ＡＭ11：00頃

行います。

午後は一部屋のみ
となります。
屋上遊びも

できません。

５月
15日(水）　おたのしみ会
24日(金)　手作りおやつの作り方
※1７日(金)はお休みです

6月
　未定　 　保健師さんの話
2０日(木)　わらべうたあそび

7月

  ３日(水)　七夕の笹作り

毎週木曜日　水あそび（1１日(木)より開始）
※1２日(金）はお休みです。

8月
2１日(水)　大型絵本を見ましょう
毎週木曜日は水あそび
※13日(火)～1６日(金)はお休みです

9月
1２日(木)　わらべうたあそび
26日(木)　小麦粉粘土であそびましょう
※２日(月)は午前お休みとなります

10月
1７日(木)　大型絵本を見ましょう
24日(木)　おたのしみ会(ミニうんどう会)
※９日(水)・1８日(金）はお休みです
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上小田井保育園　℡502-1001　上小田井1-109

日程 時間 備考

6月 2日(日) バザー 上小田井保育園 9:30～13:00
ご自由にお廻り頂

けます

6月29日(土) お庭開放 雨天中止 10:00～11:00
お電話での予約制

です

10月 5日(土) 運動会 中浦公園 9:00～午前中
未就園児の方のプログ
ラムに参加していただ

けます

11月 2日(土) お庭開放 雨天中止 9:00～11:00

1月18日(土) お庭開放 雨天中止 9:00～11:00

※　駐車スペースはありませんので自転車・ベビーカーでお越しください。

※　お庭開放はお電話での予約受付となります。(先着順です)

日　程 時　間 備　考

5月23日(木)

6月13日(木)

9月5日(木)

10月10日(木)

11月14日(木)

1月16日(木)

2月13日(木)

3月 5日(木)

あけぼの保育園　℡531-3858　天塚町1-28

日程 時間 備考

10月12日(土)
予備日19日(土)

うんどうかい　　　　　　　（稲生小学校運動場）稲生小学校運動場 8:00～12:30

11月30日(土) 作品展とバザー
作品展示とお店やさんごっこ等
（園内）

8:00～11:00
(バザー9:30～)

どなた様もご参
加・ご見学できま
す。
（入場無料）

http : //www.akebonohoikuen.com

内容  (補足、場所)

10:00～11:00

内容  (場所)

園庭開放（雨天中止）

園庭開放（雨天中止）

園庭開放（雨天中止）

比良すみれこども園　℡505-5777　比良2-175

TELにて予約を
お願いします園庭開放（雨天中止）

園庭開放（雨天中止）

園庭開放（雨天中止）

園庭開放（雨天中止）

内　容

園庭開放（雨天中止）

お電話での予約制
です
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あかつき保育園(あかつき)　℡531-0928　上名古屋4-13-32
日程 内容 時間 備考

4月 2日(火) おもちゃで遊びましょう
4月 9日(火) 赤ちゃん広場
4月16日(火) おもちゃで遊びましょう(1･2歳児対象）
4月23日(火) 赤ちゃん広場
4月30日(火) 祝日でお休み

5月 7日(火) シール遊び　予約10組
5月14日(火) 4・5月生まれのお誕生日会（手型を取ろう）

5月21日(火) 粘土であそぼう　予約10組
5月28日(火) おもちゃで遊びましょう(1･2歳児対象）
6月 4日(火) 6.7月生まれのお誕生日会（手型を取ろう）
6月11日(火) エプロンシアターを見よう
6月18日(火) ペープサートを作って遊ぼう　予約10組
6月25日(火)
7月 2日(火)
7月 9日(火)
7月16日(火)
7月23日(火)
7月30日(火)
8月 6日(火)
8月13日(火) お休み
8月24日(土) 夏まつり（要予約・参加券当日支払い） 16:00～17:00
8月27日(火) 水遊び※1 11:30～12:30
9月 3日(火) 8・9月生まれのお誕生日会(手型を取ろう）

9月10日(火) ふれあい遊び
9月17日(火) 紙芝居を見よう

9月24日(火) 新聞紙で遊ぼう

10月 1日(火) シール遊び　予約10組
10月 8日(火) のりを使ってあそぼう　予約10組
10月15日(火) 運動会（北ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ・見学のみ受付）
10月22日(火) １０．１１月生まれのお誕生日会（手型を取ろう）

10月29日(火) 変身ごっこ
11月 5日(火) パネルシアターを見よう
11月12日(火) お絵かきしましょう　予約10組
11月19日(火) 赤ちゃん広場
11月26日(火) おもちゃで遊ぼう
12月 3日(火) 新聞紙で遊ぼう
12月10日(火)

１２．１月生まれのお誕生日会（手型を取ろ
う）

12月17日(火) クリスマス　　予約10組
12月24日(火) クリスマスのパネルシアターを見よう
12月31日(火) お休み

1月 7日(火) 牛乳パックのコマ作り　予約10組
1月14日(火) 赤ちゃん広場
1月21日(火) ペープサートを作って遊ぼう　予約10組

1月28日(火) 鬼のお面を作ろう　予約10組
2月 4日(火) 祝日でお休み
2月11日(火) 紙芝居を見よう
2月18日(火) おひなさまを作ろう　予約10組
2月25日(火) おひなさまを作ろう　予約10組
3月 3日(火) ２・３月生まれのお誕生日会（手型を取ろう）

3月10日(火) お休み
3月17日(火) おもちゃで遊びましょう
3月24日(火) おもちゃで遊びましょう
3月31日(火) お休み

・あくまでも日程なので、保育園の行事などにより、変更または中止もありますのでご理解ください
・予約制の行事はお電話または保育園で受けつけいたします(1か月前より予約受付開始）
・詳しい内容などは毎月発行「さくらんぼ」紙面でお知らせいたします
・水遊びは雨天、雷などで中止になる事があります。これに変わる行事はありません。
・ベビーカーをたたんで、指定の場所において参加していただきます。
・お車の駐車スペースはありません。近隣のコインパーキングをご利用ください。
このほかに「さくらんぼルーム」を毎日開設しております（土日祝日お休み）

七夕製作どちらかに参加してください(予約制)

水遊び※1 11:30～12:30

10:00～11:00

10:00～11:00

さくらんぼルーム
予約制のプログラムは

受付予約専用電話
９１９－６３２２

さくらんぼルーム

※1
10時からサクランボルーム開放
11:15 保育園園庭にて受付　時
間厳守　保育園屋上で実施
持ち物 バスタオル・水着または
パンツ・着替え・お茶・　保護
者の方は一緒に遊べるよう支度
してきてください

10:00～11:00
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新生保育園(はとぽっぽ)　℡522-7608　天神山町3-7

日程 内容 時間 備考

5月 9日(木) 室内・園庭あそび 定員:10名

6月13日(木) ★保育園ってどんなとこ？ 園長とお話 定員:15名

7月11日(木)
保育園ってどんなとこ？
クラスに入って体験してみよう

定員:6名

8月 8日(木) 色水遊びをしよう

9月12日(木) 看護師による応急処置を学ぼう

10月10日(木) ハロウィンの飾りを作ろう

11月 7日(木) 園庭あそび 定員:10名

12月12日(木) クリスマスの飾りを作ろう

1月 9日(木) 豆まきごっこをしよう

2月13日(木) 手作りおやつと離乳食・栄養士とお話 定員:10名

* 持ち物…おむつ、飲み物、タオル等（水遊びの時は着替えの用意をお願いします）

* 活動内容は、参加人数や年齢、天候によって変更する場合があります。

* 活動中のけが等については、応急処置は行いますが、責任は負いかねますので、

　お子様から目を離さないようご注意ください。

参加希望の方は、その月の初日（平日）午前9時より電話予約を受け付けます。

(先着8～10組　★印のみ15組)

まこと保育園(いちごの会)　℡531-3980　児玉二丁目24-13

日程 備考

5月10日(金)

6月 7日(金)

7月 8日(月)

9月 6日(金)

10月11日(金)

11月 8日(金)

12月10日(火)

1月15日(火)

2月12日(火)

10:00～11:００

定員:8名

内容

園庭あそびや室内あそび

今年度の「いちごの会」(未
就園児の遊びの集い)に参加
ご希望の方は、期日1週間
前までにお電話にてお申し
込みください。
日程などが変更する場合
は、ご連絡を受けた際にお
知らせいたします。

TEL:(052)531-3980

定員:8名

10



上名古屋保育園＜コアラひろば（あそぼう会）＞　℡531-6544　上名古屋2-26-15

活動 内容 時間 備考

時間 備考

　　　　　　★印の日はご希望の方には身体測定を行います

名古屋厚生会館第二保育園（なかよしひろば）　℡523-0880　名西1-10-10
時間 備考

　　　　　　★印の日はご希望の方には身体測定を行います

日程

8月 1日(木)

9月19日(木)

ミニ運動会
（遊戯室）

10月17日(木)

1月16日(木)

2月20日(木)

ふれあいあそび
（遊戯室）

色水あそび
（テラス）

水あそび
(ビニールプール)

水あそび
(ビニールプール)

ミニクリスマス会
（遊戯室）

11月14日(木)

12月12日(木)

参加費無料
「水遊び」のみ予約
が必要です。

たくさんのご来園お
待ちしております。

子育ての疑問、不安
などお気軽にご相談
ください。

活動中の事故や怪我
については、応急措
置は行いますが、責
任は負いかねますの
で、お子様から目を
離さないようにお願
いします。

★ご希望の方には身体測定を行います★

色水で楽しく遊びます。タオルを持って
きてください。

鬼のお面を作ります。

ひな人形を作ります。

親子で簡単なわらべうたを歌いながら、
ふれあって楽しみます。

水着やタオルを持ってきてください。

水着やタオルを持ってきてください。

わらべうたあそび
（遊戯室）

節分の製作あそび
（遊戯室）

おひな様の製作あそび
（遊戯室）

10:00
～

11:00

親子でふれあいあそびを楽しみます。

親子でわらべうた遊びを楽しみます。

ミニクリスマス会を行います。

小さなすべり台やトンネルくぐりを親子
で楽しみます。

名古屋厚生会館第一保育園（なかよしひろば）　℡565-0175　栄生1-2-2

     参加費無料

・保育園の子ども
達と一緒に遊びま
しょう。御来園お
待ちしています。
・子育ての悩み、
発達の事など気軽
にご相談下さい。
・活動中の事故、
ケガについては応
急処置は行います
が責任は負いかね
ますので、お子さ
んから目を離さな
いようにご注意下
さい。

わらべうたあそび
（遊戯室）

5月23日(木)

6月13日(木)

7月11日(木)

9月 3日(火)

9月17日(火)

10月15日(火)

11月19日(火)

12月 3日(火)

12月17日(火)

10:00
～

10:45

1月 7日(火)

2月 4日(火)

2月18日(火) ★お楽しみ会（ホールにて）

　親子でふれあい遊びをしよう

★保育室であそぼう

★リズム遊びをしよう

内容

日程 内容

5月 9日(木) 　園庭で遊ぼう(雨天：室内遊び)

日程

★水遊びをしよう

★水遊びをしよう

★運動遊びをしよう

　園庭で遊ぼう(雨天：室内遊び)

　園庭で遊ぼう(雨天：室内遊び)

★園庭で遊ぼう(雨天：室内遊び)

　クリスマス製作をしよう

★まねっこあそびをしよう
　&栄養士さんミニ講座

★運動会ごっこ

★園庭で遊ぼう(雨天：室内遊び)

　ホールであそぼう&保健師さんミニ講座

5月 7日(火)

5月21日(火)

6月 4日(火)

6月18日(火)

7月16日(火)

8月 6日(火)

10月17日(木) ★運動会ごっこ

11月14日(木)
★まねっこあそびをしよう
　&栄養士さんミニ講座

12月 5日(木) 　クリスマス製作をしよう

10:00
～

10:45

参加費無料
「水遊び」のみ予約
が必要です。

たくさんのご来園お
待ちしております。

子育ての疑問、不安
などお気軽にご相談
ください。

活動中の事故や怪我
については、応急措
置は行いますが、責
任は負いかねますの
で、お子様から目を
離さないようにお願
いします。

5月23日(木) ★園庭で遊ぼう(雨天：室内遊び)

6月13日(木) 　園庭で遊ぼう(雨天：室内遊び)

6月27日(木) ★運動遊びをしよう

7月18日(木) ★水遊びをしよう

8月 1日(木) ★水遊びをしよう

9月 5日(木) 　ホールであそぼう&保健師さんミニ講座

9月19日(木) ★園庭で遊ぼう(雨天：室内遊び)

2月20日(木) ★お楽しみ会（ホールにて）

12月19日(木) ★リズム遊びをしよう

1月 9日(木) ★保育室であそぼう

2月 6日(木) 　親子でふれあい遊びをしよう
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日程 内容 時間 備考

4月11日(木) お話を見よう(はらぺこあおむし)

4月18日(木) 新聞紙であそぼう

4月25日(木) こいのぼりを作ろう

5月 9日(木) 4・5月の誕生会

5月16日(木) わらべうたあそび

5月23日(木) 初めて読む絵本1(絵本の選び方、読み方)

5月30日(木) 園児との交流

6月 6日(木) 1・2歳児の食生活（食育ボランティアさん）

6月13日(木) 園庭であそぼう(ひまわりの種まき)

6月20日(木) 心肺蘇生をやってみよう

6月27日(木) 6月の誕生会

7月 5日(金) 夏まつり 詳細はご確認下さい

7月18日(木) わらべうたあそび

7月25日(木) 7月の誕生会

8月 1日(木) 水あそびをしよう

8月 8日(木) 女性の健康について

8月22日(木) 保育園てどんなとこ？

8月29日(木) 8月の誕生会

9月 5日(木) バランスよく食べる

9月12日(木) 歯の健康について

9月19日(木) 保育園てどんなとこ？(内容は8/22と同じです)

9月26日(木) 9月の誕生会

10月 3日(木) 保育園の運動会 詳細はご確認下さい

10月10日(木) ミニ運動会

10月17日(木) わらべうたあそび

10月24日(木) 10月の誕生会

10月31日(木) 公園に行こう

11月 7日(木) きれいになる食事テクニック(食育ボランティアさん)

11月14日(木) 園庭であそぼう

11月21日(木) 冬の健康について

11月28日(木) 11月の誕生会

12月12日(木) クリスマス製作

12月19日(木) 12月の誕生会

1月 9日(木) 小麦粉粘土

1月16日(木) お店屋さんごっこ

1月23日(木) 1月の誕生会

1月30日(木) 鬼のお面を作ろう

2月 6日(木) わらべうたあそび

2月13日(木) 2月の誕生会

2月19日(水) いちご動物園

2月20日(木) 初めて読む絵本2(絵本の選び方、読み方)

2月27日(木) ひな飾りを作ろう

3月 5日(木) 3月の誕生会

3月12日(木) お楽しみ会

水曜日…赤ちゃん広場(1歳半までのお子さんを対象としています) (13:00～16:30)

月・火・木・金曜日…遊戯室解放(13:00～16:30) 水曜日…遊戯室開放(11:30～13:00)

※ 内容、日程など変更する場合があります。詳しくは毎月15日発行の「とんとんだより」や名古屋市子育て支援
サイトからご確認ください。

藤の宮保育園（とんとん）　℡551-6880　栄生1-24-24

※参加は無料
　予約不要です。

月・火・金曜日…園庭あそび(11:30～13:00)

10:00～12:00

10:00～12:00

10:00～12:00

12



幼稚園名 会の対象、時間、金額 内容、持ち物、備考

みどりヶ丘幼稚園

平中町202
☎502-4943
Ｐ有、駐輪園外

市立比良西幼稚園

清里町39
☎502-7441
Ｐ無、駐輪園周辺

善光寺別院幼稚園

中小田井1-353
☎508-4070
Ｐ無、駐輪有

名古屋西幼稚園

菊井2-2-10
☎563-0558
Ｐ有、駐輪場有

国風第二幼稚園

名塚町4-46
☎531-3636
Ｐ有、駐輪有

桂幼稚園

又穂町2-1
☎522-8580
Ｐ10台有

駐輪園外

国風第一幼稚園

笠取町2-89
☎524-0592
www.kokufu.jp/
Ｐ有
駐輪場有

【西区の幼稚園♪遊びの会情報】

絵本の読み聞かせ・親子体操・工
作など親子での参加。水筒、おし
ぼり、上靴持参。

さくらんぼ広場・のびのび教室…親
子で一緒に歌、手遊び、親子体操、
季節の工作など、図書の貸出、園庭
開放。
親子の触れ合いを大切にする。お母
さんも子育て仲間作り。悩み相談、
等々です。
園庭開放…時間内ご自由に遊びに来
てください。
夏の一日幼稚園…10時20分までにお
越しください。
※持ち物等詳細は本園ホームページ
をご覧ください。

◆さくらんぼ広場…1・2歳児の親子

　　1期から4期　各4回　10:30～12:00

　　参加費1期200円（保険料含む）

◆のびのび教室…2・3歳児の親子

　　火・水・木・金曜日から選択。10:30～12:00

　　入会金1,000円、1ヶ月3,700円

◆園庭開放…7/23(火)・7/25(木)・8/7(水)・8/9(金)・8/16(金)・

　　8/28日(水)　10:00～12:00、無料

◆夏の一日幼稚園…8/20(火)・8/22(木)・8/23(金) 10:30～12:00、
無料

※詳細は本園ホームページでご案内しています。是非ご覧くださ
い。「国風第一幼稚園」検索してください。

親子体操・リズム遊び・手遊び。親
子で楽しむ外国人専門講師の英語に
よる歌・ゲーム。親同士の交流。
絵画等保育内容に近いもの。
保育終了後、園庭開放（月～金曜
日、15:00～17:00）。
ナフキン・上靴持参。

□たんぽぽ教室…2・3歳児

　　火・水・金曜日、10:15～11:30
　　1ヶ月2回程度（1ヶ月3,000円）

□園庭開放…原則 毎週月曜日

　　　　　　10:30～12:00　無料

リトミック・外遊び・色ぬり・工
作など。
見学はいつでも可能。
水筒・タオル・上靴持参。

■なかよし教室…2・3歳児親子

　　毎週水曜日

　　入会金1,000円
　　1ヶ月2,500円（絵本・おやつ代込）

　　1回目10:00～11:30、2回目11:00～12:20
　　※保険に加入済み

◇ぴよころ親子教室
　　2歳児…9:00～10:50
　　1歳児…10:30～12:00
　　年15回実施
　　参加費5回分700円（保険料・おやつ代込）
　　※  日程や詳細は、HPをご覧下さい。

幼稚園の先生による造形遊びや手
遊び、読み聞かせなど。親子で参
加。活動後は園庭の遊具でも遊ん
でいただけます。上靴持参。
子育て相談も実施。

★ 障がいをもったお子さんと園児とのふれあい活動
「ともだち幼稚園」を実施。
　　4・5歳児対象。時間等は個別対応。

個別相談

△ひらにしひろば…0～3歳児

　　月2～3回、9:20～11:30
　　※ 行事の都合により変更の場合あり

　　1学期…1,500円　2・3学期…2,000円
　　※ 期日・内容の詳細はHPをご覧ください。

園庭開放・室内遊び・工作・絵本
の読み聞かせなど。親子での参
加。
上靴・水筒・着替え持参。
夏祭り、運動会、新年こども会な
どの行事に参加できます。

●わくわく教室･･･2・3歳児

　　年15回(木曜日) 10:15～11:30
　　※1回400円(保険料・おやつ代込)

　　育児相談は随時受付しております。
　　園庭開放についての詳細は本園HPを
　　ご覧ください。
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幼稚園名 会の対象、時間、金額 内容、持ち物、備考

枇杷島幼稚園

枇杷島4-8-2
☎531-4131
Ｐ有、駐輪有

西城幼稚園

城西3-4-5
☎531-5034
Ｐ有
駐輪場有

幅下幼稚園

城西2-4-16
☎531-1248
Ｐ有
駐輪場有

市立第三幼稚園

那古野2-15-1
☎561-2348
Ｐ無
駐輪有

すくすくこども園
(旧国風第三幼稚園)

宝地町350
☎502-0070
Ｐ有（20台）

駐輪場有

△こひつじクラス…0～2歳児親子

　　月1～2回水曜日10:30～12:00
　　参加費1回100円
△園庭開放　5/21(火)、6/11(火)、10/15(火)、
　　　　10/29(火)、11/12(火)　10:00～11:30　無料

△ひよこクラス…2歳児

　　毎週火・金曜日（週2回）　有料

　　5月～9月…11:30まで

　　10月～3月…徐々に延長し、13:30まで

こひつじクラス…おもちゃ遊びや手遊
び、制作など親子で楽しみ、おやつを
いただきます。
水筒・タオル持参
園庭開放…時間内、ご自由に。
ひよこクラス…木のおもちゃを中心に
おままごと・パズル・汽車等の遊び、
リズム遊び、制作等。後期からお弁
当。
スムーズな入園を目指します。

◆ぴよぴよの会…未就園児親子
　　（0歳児から就学前まで）
　　月2回金曜日、9:30～11:00
　　※ 入会時に1,000円（保険料、教材等）、参加費無料
◆ひよこの会…2、3歳児
　　月2回月or火曜日、9:30～11:00
　　※ 入会時に1,000円（保険料、教材等）、
　　　参加費1回100円
　　※ ひよこの会に入会した方は、ぴよぴよの会に参加
　　　 できます。その際はぴよぴよの会の参加費はいただ
　　　 きません。
◆遊ぼうよの会…未就園児親子（0歳児から就学前まで）
　　※ 無料です
　　※ 期日・内容の詳細はHPをご覧ください。

☆保育室では、ままごと、製作、粘土、
　積み木、ブロック等で遊べます。ま
　た、広い芝生の園庭を走ったり、すべ
　り台をすべったり、うさぎや池の金魚
　を見たりして遊べます。
☆会の終わりにはリズム遊びや絵本等み
　んなで楽しむひとときがあります。
☆水筒、上靴持参。
　ひよこの会は、おやつを食べますので
　お皿、コップ持参。
☆お子さんが幼稚園に親しみを感じた
　り、保護者の方が、お子さんと楽しい
　ひとときを過ごしたりできるようにし
　ていきます。

◎子育てひろば…未就園児（無料）
　　（金or土曜日）10:00～12:00
◎親子スキンシップ体操（リフレクソロジー）
　　　　　　　　　　　　…0～2歳時（無料）
　　月2回水曜日　10:00～12:00
◎フレンドリールーム…2歳児
　　週１回、有料

※ 参加を希望される場合は必ず各園に、直接お問合せください。

☆子育てひろば…園庭開放・運
　動(体操講師)・親子遊び・ベ
　ビーマッサージ・選任の子育て
　アドバイスなど。
☆フレンドリールーム…絵本の読
　み聞かせ・工作・リズム遊び・
　知育遊びなど。（水筒・タオ
　ル・上靴持参。）

★リトルルーム

　　　　…平成29年4月2日生まれ以降のお子様

　　木or金曜日、10:00～11:30無料

★エンゼルルーム…2歳児

　　毎週1回、有料

※詳細についてお知りになりたい方は、ホームページまた
はお気軽にお電話ください。

☆リトルルーム・親子ひろば
おもちゃ遊びや製作などで親子で楽し
く遊びます。お気軽におでかけくださ
い。
☆エンゼルルーム
遊びを通して自立心を伸ばしていく教
室です。(製作・リズム遊び・体育講
師による運動など)

□なかよし教室…2・3歳児親子(2歳になった月～)

　火曜日(月3回)　①9:30～10:30　②10:30～11:30

　※入会金(初回のみ)1,000円(親子保険料含む)、参加費…無料

・季節の行事・製作…5/14・6/4・7/2・9/3・10/8・12/3・

1/14・

　　　　　　　　2/1(造形展)・3/17

　・リトミック・誕生会・絵本等…5/21・6/11・7/9・

　　　　　　　　　　　9/10・10/15・11/5・1/21・2/4

　・運動遊び(体育講師の指導有)…5/28・6/18・7/16・

　　9/24・10/5(運動会)・11/12・12/17・1/28・2/25

　　※ 日程・内容などの詳細は、HPをご覧ください。

☆なかよし教室…誕生会、リト
　ミック、絵本、手遊び、運動遊
　び、造形遊び等、親子で楽しく遊び
　ます。
・運動会・造形展に参加できま
　す。
・園庭開放…遊具・砂場・ゴーカート
　で遊べます。
・水筒・上靴持参。
・下のお子さんも一緒に参加でき
　ます。
・育児相談は随時行っています。

※ 「3歳児」⇒4月1日時点で3歳になっている子

14



西図書館　℡521-1451　花の木2-18-23
日程 内容 時間 備考

　

毎週金曜日
（第３金曜日を除く）

毎月第２,３,４土曜日 おはなし会 幼児・小学生向けおはなし会 14:30～15:00 参加費無料

毎月第４水曜日 英語のおはなし会 幼児・小学生向けおはなし会 16:00～16:20 祝日は開催しません。

山田図書館　℡503-5340　八筋町358-2(山田支所3階)
日程 内容 時間 備考

毎月第1・第3土曜日
みんなのおはなし会

“よむよむ”
4歳～小学生向けおはなし会 11:00～11:30

毎月第1金曜日
（原則）

赤ちゃんの
わらべうた

0歳～1歳半向けわらべうた
10:30～
11:00

開館時間
(火～土）9:30～19:00
(日・祝）9:30～17:00

休館日
月曜日（祝日は開館、直後の平日が休館です。）

第３金曜日・年末年始など　　　　　　                        　　西図書館　 元年12月2日(月）～6日(金）
　　山田図書館 元年６月17日(月）～21日(金）

　　　★貸し出しカードは０歳からつくれます。母子手帳・健康保険証などをお持ち下さい。
★１枚のカードで本６冊・紙芝居３組・視聴覚資料３点が２週間かりられます。

※ 自動車図書館は期間、冊数が異なります。

※西図書館は駐車場が３０分以上は有料３００円
(西文化小劇場と共有のため劇場で催事があると満車のことがあります）

自動車図書館　℡821-3364

0～3歳児向けおはなし会
第２金曜日は、おはなし会のあ
とに、エリア支援保育所の保育
士さんのお話が聞ける「ほっこ
りトークタイム」があります

10:45～11:00

「横井公園」「比良小学校」「比良荘」に自動車図書館が巡回しています。
巡回日程等につきましては、自動車図書館までおたずねください。

(名古屋市図書館ホームページ,広報なごやにも情報を掲載しております。そちらもご参照ください。)
(名古屋市図書館ホームページ：https://www.library.city.nagoya.jp/)

図書館のご案内

①10:30～②11:00～
(①②のプログラムは同

じです）
☆令和元年10月より
11:00～11:30の1回
に変更になります☆

おはなしのへやにて開催
申し込みはいりません。

10か月頃～3歳児向け
おはなし会

集会室にて開催
申し込みはいりません。

参加費無料

祝日は開催しません。

毎月第2・第4木曜日
☆令和元年10月より毎週木曜
日(第5を除く)に変更します☆

ちいさいおはなし会
“すくすく”

おひざにだっこの
おはなし会

特別整理期間 元年度は
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西児童館　℡521-7382　花の木二丁目10-7

全てのイラストはイメージです。

実際の様子と異なる場合があります。

ご了承くださいね。

西児童館～あそぶの大好き えがおが大好き～ ２０１９年度 子育て支援事業 

 

  ※くわしくは、児童館までお問合せ下さい。 ０５２－５２１－７３８２ 

赤ちゃんサロン「ぴよぴよ」１０:３０～１１:３０ 

０歳児親子の自由参加型しゃべり場です！！ 

♪歩き始めるまでのお子さんのいる親子で、 

ゆったりとコミュニケーションをしながら 

おしゃべりを楽しみませんか？ 

４月 
17 日（水） 10 月 17 日（木） 

25 日（木） 
11 月 

5 日（火） 

５月 31 日（金） 26 日（火） 

６月 
４日（火） 

12 月 
10 日（火） 

13 日（木） 19 日（木） 

７月 
２日（火） １月 31 日（金） 

18 日（木） 
２月 

13 日（木） 

９月 
５日（木） 25 日（火） 

12 日（木） 
３月 

3 日（火） 

１０月 1 日（火） 12 日（木） 

 

屋内遊園 １０:３０～１１:３０ 

ボールプールや車の乗り物であそぼう！ 

児童館の体育室の広いスペースで大型遊具遊びが楽しめます。 

４月 

12 日（金） 
９月 

5 日（木） 
12 月 

10 日（火） 

17 日（水） 12 日（木） 19 日（木） 

25 日（木） 

10 月 

1 日（火） １月 31 日（金） 

５月 31 日（金） 17 日（木） 

２月 

5 日（水） 

６月 
4 日（火） 30 日（水） 13 日（木） 

13 日（木） 

11 月 

5 日（火） 25 日（火） 

７月 
2 日（火） 26 日（火） 27 日（木） 

18 日（木） 29 日（金） 
3 月 

3 日（火） 

８月 な し 12 月 4 日（水） 12 日（木） 

移動児童館 in山田地区会館１０:００～１１:３０ 

乳幼児・保護者対象の、山田地区会館との共催

での、自由参加型広場です。 

５月 ８日（水） リトミック 

６月 １１日（火） おやこで筋肉うんどう 

７月 １０日（水） おやこヨガ 

 ９月 １０日（火） リトミック 

１０月  ９日（水） ミニハロウィン 

１１月 １２日（火） 体を使っておやこあそび 

１２月 １１日（水） クリスマス会 

１月 ２１日（火） ママ向けリフレッシュ体操 

２月 １２日（水） おやこヨガ 

３月 １０日（火） 体を使っておやこあそび 

体をつかって☆親子あそび１０:３０～１１:３０ 

講師の先生と、親子で体をたくさん動かし、 

てつぼうやとびばこ、バルーンなどで遊びます。 

４月１６日 ９月 ３日 １月２８日 

５月２８日 １０月 ８日 ２月１８日 

６月１８日 １１月１９日 ３月１７日 

７月 ９日 １２月１７日  

 

わらべうたあそび１０:３０～１１:３０ 

赤ちゃんとコミュニケーションをとりながら 

わらべうたあそびを楽しみます。 

５月１５日 ９月１８日 １月２９日 

７月１７日 １１月２０日 ３月１８日 

 

おやこヨガ 

１０:００～１１:３０ 

おやことも、ヨガ

や体操でリフレ

ッシュできます。 

６月１９日 

１０月 ２日 

３月 ５日 
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