
★印は事前予約が必要です。各園にお電話等でご予約ください。 

無印は当日受付ですので自由にご参加下さい。 

＜地域の保育所・保育園・幼稚園などのひろば紹介＞ 
 

 

 

 

園  名 （電話番号） 内       容 備     考 

魚崎保育所 （411-4354） 「プール開放」 8/1 (水) 11：00～12：00 持物…水着（水着用パンツ）・タオル・着替え・水筒等 

「にこにこ広場/園庭開放」 毎週水・金曜日 10：00～11：30   持物…帽子・水筒等 ※玄関の看板に案内文を掲示しています 

渦森台保育所 （841-6390） 「夏まつり」 8/24 (金) 10：00～11：00   受付 9：50～ ★就学前の親子 前日までに電話予約 持物…水筒・帽子 

手ふきタオル 「園庭開放」 毎週月・火･水曜日 10：00～11：30 就学前の親子 

住吉公園保育所 （851-3738） 「プール開放」 8/1 (水) 11：30～12：15 持物…水着・タオル・着替え・水筒 

「園庭開放」 毎週月～金曜日 10：30～15：00  

瀬戸保育所 (453-2663) 「小さなおはなしの会」 8/21 (火) 10：30～10：50  

「人形劇」 8/23 (木) 10：00～11：00 
★10 組 1 歳半～3 歳位の親子  

事前予約…8/16 (木)～8/22 (水) 土日除く 

「園庭開放」 毎週月～金曜日 10：00～11：30 持物…水筒・タオル・帽子等 

田中保育所 （452-3181） 「プール開放」 8/6 (月) 10：15～11：30 ★10 組 未就園児の親子   

持物…水着（水遊び用パンツ）・水筒・タオル 

中野保育所 （453-2664） 「プール開放」 8/7 (火) 11:00～12：00 1～5 歳までの親子   持物…水着・水筒・タオル・着替え 

「夏まつりごっこ/ヨーヨーつり・金魚すくい・おばけやしき等」 8/23 (木)  

10：00～11：00 

★20 組 1～3 歳までの親子  持物…タオル・水筒 

 受付、問い合わせ…8/8 (水)～ 

「園庭開放」 毎週月～金曜日 10：00～11：30    

浜御影保育所 (821-9571) 「魔法の板～カプラ～であそぼう」 8/30 (木) 10：00～11：30  ★10 組 3 歳～就学前の親子   

「園庭開放」 毎週月曜日 10：00～11：30 持物…水筒・帽子 

東灘本庄保育所 (431-3539) 「プール開放」 8/6 (月) 10：45～11：15  （雨天中止） 1～3 歳児親子  持物…水着・タオル・水筒  

※お家の方も水がかかっても大丈夫な服装で来てください  

「園庭開放」 毎週月～金曜日 10：00～11：45   持物…水筒・帽子 

御影保育所 （811-3780） 「プール開放./ビニールプール」 8/1 (水) 11：00～12：00  
※プールの約束を必ず守ってください 

持物…水着（水遊び用パンツ）・タオル・水筒 

     保護者の方も濡れても良い服装で来てください 

「園庭開放」 8/8・15・29 (水) 10：00～11：00  （22 日は所内行事のためお休みです）  

本山保育所 (451-0567) 「プール開放」 8/1 (水）・7 (火) 11：00～11：30 持物…水着（パンツ）・タオル・着替え 

ABC みかげ保育園 （856-5158） 
「水遊び」 8/3 (金) 10：00～11：00 （雨天中止）   持物…着替え・タオル・水筒等 

★5 組 1 歳児親子 

電話受付 7/25 (水)～ 10：00～15：00 平日のみ 

「絵本のよみきかせ/保育園見学」 8/6 (月） 10：00～10：30 未就園児親子 当日受付します 

「リフレッシュヨガ」 8/8 (水) 10：00～11：00    持物…水分補給・バスタオル    ★5 組 6 か月～1 歳までの親子  
電話受付 7/25 (水)～ 

10：00～15：00 平日のみ
「園庭遊び」 8/24・31 (金) 10：00～11：00 (雨天中止) 

持物…水筒・タオル・帽子・着替え等 
★5 組 1～3 歳ぐらいまでの親子 

岡本ハーベスト保育園（413-0415） 「リトミック」 8/17 (金) 10：00～10：30 ※動きやすい服装（スカート、タイツ不可） ★3 組 2 歳児親子   
受付 

7/25 (水) 

10：00～ 

土日除く 

「お話会」 8/22 (水) 10：00～10：30  ★3 組 1～2 歳児親子  

「縁日ごっこ」 8/28 (火) 10：00～11：30 ★5 組 1～2 歳児親子 

「ホール開放/ホールや園庭遊び」 8/2・23・30 (木) 10：00～11：30  持物…靴・帽子 ★5 組 0～2 歳児親子 

甲南山手保育園 （441-0003） 「感覚あそびを楽しもう/寒天あそび」 8/2 (木) 10:00～11:00 
持物…汚れてもいい服装・帽子・オムツ・タオル・水筒・汚れたものを入れるビニール袋・着替え 

★6 組 1～2 歳の親子 

 
受付 

7/25(水)～ 

13：00～17：00 

土日祝日除く 

自然災害や感染症

で中止の場合有 

「助産師とベビーマッサージ」 8/20 (月) 10：00～11：00 
★8 組 1 か月健診後～6 か月までの親子 

持物…バスタオル・母子手帳 

「ベビーとママのフィットネス」 8/31 (金) 10：00～11：00 
★6 組 7 か月～12 か月までの親子 

持物…バスタオル・フェイスタオル各 1 枚ずつ 

「園内開放」 毎週水曜日 10：00～11：00 持物…帽子・着替え・水筒・動きやすい服装 

※8/15 (水)はお休みです   

★10 組 6 か月～未就学児の親子  

受付 7/2 (月)～ 13：00～17：00 土日祝日除く 

神戸住吉保育園 （858-6080） 「園庭開放/泡遊び」 8/2 (木)  

10：00～ 
11：00 

5 歳児未満親子 

持物…水筒・帽子・着替え・タオル 

「  〃  /寒天遊び・教えて栄養士さん」 8/9 (木)   

「  〃  /氷遊び・かき氷を食べましょう」 8/23 (木) 

「  〃  /ペットボトルシャワーを作って遊ぼう・身体測定」 8/30 (木) 

親和保育園 （846-4701） 「ホール開放/サーキットなど自由あそび」 第 2・4 水曜日 10：00～11：30 3 歳児位までの親子  持物…水筒 

「園庭開放」 毎週水曜日 10：00～11：30 （雨天中止） 1 歳～就学前までの親子  持物…水筒 

住吉むつみ保育園 （843-6230） 「プール開放/園庭開放」 8/6・20・27 (月) 10：00～11：30  

雨の日やプールに入れない時はむつみルームで遊べます 

0～3 歳児の親子 持物…水筒・水着・タオル・着替え等 

ブルーノの森保育園 （411-8048） 「園庭開放」 毎週木曜日 10：00～11：00   

ベネッセ本山保育園 （412-7170） 「園庭開放」 8/30 (木) 10：00～10：50  （雨天中止） 1 歳頃～2 歳児までの親子 持物…水筒・帽子 

御影のどか保育園 (851-6261) 「のどかひろば/プールであそぼう」  毎週火曜日 10：15～11：30 ★15 組 1 歳～の親子 持物…水筒・水着 詳細はよい子ネット 

小規模保育 
 キッズクラブ本山南 (411-1060) 

「ころころねんね/親子のリトミック、ママカフェタイム」   

 8/9 (木) 10：00～11：20  持物…水分補給  受講料 300 円 
★10 組 0～1 歳児（歩行可能）の親子 

受付 8/1 (水)～  9：00～17：00 月～金  
 
 
 
 
 

認定こども園 
  あおい宙 （441-2444） 

「おひさまひろば/自由遊び・保育教諭による出し物」 8/9 (木）  

10：00～ 

11：30 
★10 組 未就園児の親子   

受付 

7/25 (水)～ 

10：00～ 

「 〃 /楽しく子育てしましょう～子どもの才能を引出すイメージトレーニング」  

8/23 (木）  持物…筆記用具   ※母子分離 

「   〃   /おはなしポケット」 8/30 (木)  

「みんなであそぼう/園庭開放」 8/1・8・22・29 (水) 10:00～11：00 未就園児の親子  持物…水筒・帽子・着替え・タオル等  

「あおいそらひろば/園内、園庭開放」 8/6・20・27 (月) 10:00～11：30 0～1 歳までの親子  持物…着替え等 

幼保連携型認定こども園 
石屋川くるみ保育園(842-4152) 

「8 月お誕生日会」 8/1 (水） 10：00～10：30 ★  ※お誕生月のお友だちにはバースデーカードをプレゼント 

「わらべうた/ベビーマッサージ」 8/25 (土) 10：00～11：00 ★ 

「子育て相談/保育園見学」 毎週木曜日 10：00～11：00  何でも相談してください ★   

認定こども園 
  魚崎 COCORO（858-5561） 

「親子体操」 8/22 (水） 9：45～10：30 
持物…水筒・オムツ等 

★2 歳以上の親子 電話受付 

7/2 (月) 10：00～ 「ふれあい遊び」 8/29 (水） 9：45～10：30    ★おおむね 2 歳～の親子しっかり歩けるお子様 

「園庭開放」 毎週月～金曜日 10：00～お昼まで 持物…帽子・水筒・オムツ等 ★おおむね 2 歳～の親子   ※しっかり歩けるお子様  

平成３０年８月１日発行 

神戸市地域子育て応援プラザ東灘 

TEL・FAX ０７８－８５１－４１４８ 
    



あつまれ！こうめちゃん 

～ス～ス～ス～スウウウウィートィートィートィート・・・・シンガーあいちゃんシンガーあいちゃんシンガーあいちゃんシンガーあいちゃん    バルーンコンサート～バルーンコンサート～バルーンコンサート～バルーンコンサート～    

・日時 9 月 4 日（火）１０：００～１１：００ ・場所 瀬戸保育所 

・対象 区内在住の未就園児の親子  10 組（先着順） 

・受付 8/6 (月)～ 平日９：００～17：00 

・申込 地域子育て応援プラザ東灘 （０７８）８５１－４１４８ 

幼保連携型認定こども園 

おかもと虹こども園 (412-2262） 

「美しい文字を書こう/硬筆」 8/2 (木) 10：00～11：00  持物…水筒・靴袋 ★8 組 母子分離のできる 2 歳以上就園前の親子 

受付 

7/27(金) 

11：30～ 

「親子で遊ぼう/運動あそび」 8/3 (金） 10：00～11：00 持物…水筒・靴袋・汗拭きタオル ★15 組 1 歳 3 か月～就園前の親子 

「絵の具で遊ぼう/フィンガーペインティング」 8/9 (木) 10：00～11：00 持物…水筒・靴袋 ★8 組 就園前の親子 ※汚れてもよい服装 

「洗濯遊びをしよう」 8/16 (木) 10：00～11：00  

持物…水筒・靴袋・タオル・水遊びのできる格好（水着・水遊びパンツ等）洗えるハンカチ 

★10 組 就園前の親子  

 

「身体測定」 8/23 (木) 10：00～11：00  身体測定後はテラスか室内遊び  持物…水筒・靴袋 初めての方には身体測定カードをお渡しします 

「土曜日園庭開放」 14：00～15：00  8/4 色水遊び 持物…着替え  

8/18 片栗粉遊び  8/25 製作（うちわ作り） 
持物…水筒・靴袋 ※汚れてもいい服装でお越しください  

幼保連携型認定こども園 
  きたおおぎこども園(411-5421) 

「ママと赤ちゃんのためのベビーマッサージ」 8/17（金）  
＜ねんねクラス＞ 10：00～11：00 2 か月～6 か月対象 12 組 
＜ハイハイクラス＞ 11：15～12：15 ７か月～12 か月対象 10 組 

★2 か月～1 歳お誕生月までの親子 

持物…バスタオル・おねしょシート・お茶又はお白湯 

受付…7/20 (金) 9：00～ 

｢すくすくひろば/みんなであそぼう！夏祭り！｣ 8/28 (火) 10：00～11：00 ★15 組 未就園児親子 持物…水筒  受付 8/1(水) 9：00～

「ぴよぴよクラブ/ホール開放」 8/8・29（水） 10：30～12：00 2 か月～1 歳 6 か月の親子 持物…水筒 

「園庭開放」 8/7・21（火） 10：30～11：30 （雨天中止）  水遊びも楽しみます 未就園児親子 持物…水筒・帽子・水着・着替え・タオル等 

幼保連携型認定こども園 
  きらり保育園（412-0415） 

「あんずちゃんくらぶ/氷あそび」 8/8 (水） 9：30～10：15 ★6 か月～1 歳 3 か月くらいの親子 

持物…水筒 
電話受付 

8/1 (水) 

 10：00～ 

「   〃   /砂・水あそび」 8/22 (水)  9：30～10：15 

「さくらんぼくらぶ/氷あそび」 8/8 (水) 10：30～11：30 ★1 歳 4 か月～3 歳 6 か月くらいの親子 

持物…水筒 「   〃 /砂・水あそび」 8/22 (水) 10：30～11：30 

「土曜さくらんぼくらぶ/園庭開放」 8/4 (土） 10：00～11：00 1～3 歳くらいの親子  持物…水筒 

幼保連携型認定こども園 

  甲南こども園（441-8345） 

「水あそび」 8/2 (木) 9：30～11：30 ★15 組 １歳～就学前までの親子 

持物…帽子・水筒・外靴を入れる袋 

汗拭きタオル・フェイスタオル・着替え 

受付 

6/20 (水)10：00～ 

 (土日除く) 

「リトミックあそび/水あそび」 8/7 (火) 9：30～11：30 

｢夏祭りごっこ/園庭あそび｣ 8/30 (木） 9：30～11：30  

幼保連携型認定こども園 
  甲南すこやかこども園 

（453-4152） 

「食育」 8/2 (木)  11：00～11：30 

★10 組 0～5 歳までの親子 
「英語遊び」 8/6 (月） 10：15～10：45  

「体育遊び/水遊び」 8/7 (火)  10：15～10：45 持物…水着・帽子・タオル・水筒  

「音楽遊び」 8/9 (木) 10：15～10：45 

「園庭開放」 8/13・20・27 (月)・10・17（金） 10：15～11：15 持物…帽子・水筒 

幼保連携型認定こども園 

聖ニコラス天使園（412-6080） 

「絵本の時間」 8/8 (水) 18：00～19：00 ★0 歳から就学前までの親子 

「親子ヨガ」 8/18 (土) 10：00～11：30   持物…水筒・ヨガマット（バスタオル） ★2 歳から就学前までの親子 

幼保連携型認定こども園 
  第２きらり保育園（411-2003） 

「うりぼうくらぶ/水・色水遊び/園庭開放」 8/25 (土)10：00～11：00 

10：30～園庭開放(雨天中止) 

★10 組 おおむね 1 歳以上 3 歳未満の未就園親子 

持物…着替え・タオル （汚れてもよい服装）   

受付 

8/1 (水) 

10：00～ 「0 歳親子の会/水・色水遊び/わらべうたあそびなど」 8/25 (土) 10：40～11：40   ★10 組 0 歳親子・プレママ・プレパパ 

「園庭開放」 8/23 (木)  10：00～11：00 （雨天中止）   10 組 おおむね 1 歳以上 3 歳未満の未就園児親子 

幼保連携型認定こども園 

同朋住吉台こども園（846-6011） 

「水遊びをしよう」 8/9 (木) 11：00～11：30   持物…着替え・バスタオル・水筒等 0 歳児～就学前の親子   

※来園したらインターホンを鳴らしてください 「目のお話を聞こう」 8/21 (火) 10：00～11：00   

「リズム運動をしよう」 8/23 (木) 10：00～10：45  0 歳児～就学前の親子 

※来園したらインターホンを鳴ら

してください。 

持物…水筒 
「人形劇を観よう/人形劇団『六』」 8/28 (火) 10:00～ 

「園庭開放」 毎週火曜日 9：30～11：00  （広い運動場で自由に遊びましょう） 持物…日よけ・水筒など  

幼保連携型認定こども園 
ふかえ虹こども園 （413-4124） 

「親子育脳ヨガ」 8/22 (水） 10：00～11：00    持物…水筒・バスタオル・靴袋 ★25 組 1 歳未満の親子 
2 階お遊戯室で行います 

受付 7/26(木)～ 
「    〃   」 8/23 (木) 10：00～11：00   

持物…水筒・靴袋 
★25 組 1 歳以上の親子(歩行可) 

「親子体操」 8/27 (月) 10：00～11：00 ★20 組 1 歳６か月以上の親子 

「おおきくなったかな/水遊び」 8/28 (火) 10：00～11：00   

持物…水筒・バスタオル・水着・帽子 

★未就園児親子    受付 7/26(木)～ 

※西側園庭から南園庭へ入ってください。 

「園庭開放/水遊び」 8/7・14・21・28 (火) 15：00～16：00  (雨天中止) 未就園児の親子    持物…水筒・タオル・着替え   

※西側園庭から南園庭へ入ってください。 「   〃  /  〃 」 8/4・18・25 (土) 15：00～16：00 

幼保連携型認定こども園 (441-1905) 

本山北町あすのこども園 

「あすのひろば/園庭開放/砂・泥遊び」 8/21・28 (火)・23・30 (木)  

10:00～11：30 見学は 10：45～       持物…着替え・帽子・水筒   （雨天中止） 

★10 組程度 0～2 歳児未就園児親子   

予約受付…実施日の 10 日前から定員になり次第終了 

幼保連携型認定こども園  

夢       （858-9614） 

「水あそび」 8/4 (土) 10：00～11：30 受付 9：30 
持物…水筒・タオル・着替え 

★10 組 1～3 歳までの親子 
受付 7/25 (水)～当日朝 

「玩具づくり」 8/18 (土) 10：00～11：30 受付 9：30 ★15 組 1～3 歳までの親子 

「園庭開放」 毎週火・木曜日 10：00～11：00  持物…水筒・タオル・着替え・靴 ★5 組 １～3 歳までの親子  受付…当日朝までに電話予約 

認定こども園 
夢の星幼稚園（857-3166） 

「お遊び会」 8/22 (水) 10：00～12：00       ※参加費 300 円 3～5 歳の未就園児親子    持物…上靴・お手拭   

「プール開放」 7/23 (月)～8/31 (金)の月・水・金曜日 11：30～12：30 （雨天中止） 未就園児親子 

   

東灘のぞみ幼稚園 （411-0667） 「みんなの幼稚園/親子ふれあい遊び・水遊び」 8/24 (金) 10：15～11：30  

受付 10：00～10：15 
未就園児親子  

持物…上靴・帽子・水筒・水着・水泳キャップ 

「子育てサークル“げんキッズ”/水遊び」  8/27 (月) 10：30～11：30 持物…着替え一式・帽子・水筒 

就園前の幼児とお家の方が一緒に遊ぶ自主サークルです 

「幼児のひろば/園庭開放」 毎週月・金曜日 14：00～16：00 行事により中止あり 小学 2 年生まで（小学生以外は保護者が付添いのこと） 

本山幼稚園 （411-6314） 「本山キディフェスティバル/夏祭り・ミニバザー」 8/25 (土) 9：30～11：30  
場所…本山第一小学校体育館 

当日受付  未就園児・在園児・卒園児の親子 

チケットを購入していただきます。（約 500～1,000 円） 

※遅くなるとチケットがなくなることがあります。 

＊その他、詳細につきましては、各園にお問い合わせ下さい。＊その他、詳細につきましては、各園にお問い合わせ下さい。＊その他、詳細につきましては、各園にお問い合わせ下さい。＊その他、詳細につきましては、各園にお問い合わせ下さい。        ＊児童館にもひろばがあります。詳しくは各児童館にお問い合わせください。＊児童館にもひろばがあります。詳しくは各児童館にお問い合わせください。＊児童館にもひろばがあります。詳しくは各児童館にお問い合わせください。＊児童館にもひろばがあります。詳しくは各児童館にお問い合わせください。    

 

                           

 

 

 

 

今後の予定は 

１０月３０日（火）御影保育所 

１１月２０日（火）本山保育所 
 

 

受付しています 

8 月 7 日（火）渦森台保育所 

猛暑のため中止になりました 


