令和 2 年 11 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

＜地域の保育所・保育園・幼稚園などのひろば紹介＞

★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。

＊新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止または変更の場合があります。必ず各園にお問い合わせください。
園

名 （電話番号）

住吉公園保育所 （851-3738）

内

容

備
考
★各 3 組 持物…水筒・タオル・帽子等

「園庭開放」毎週 水・木・金曜日 10：00～11：30
※体調不良の場合はキャンセルをお願いします
出かける前に検温、保護者の方はマスク着用をお願いします アルコール消毒にご協力ください。

瀬戸保育所 (453-2663)
浜御影保育所 （821-9571）
石屋川 COCORO 保育園
(855-2150)

「園庭開放」 11/16～毎週月～金曜日 10：00～11：30
「園庭開放」 11/16～毎週月曜日 10：00～11：30
（新）「すくすくベビー」 11/25 (水) 10：00～11：00
受付 9：50～

ABC みかげ保育園 （856-5158）

「親子リフレッシュヨガ/インストラクターによるヨガ」 11/10・24 (火) 10：00～11：00 ★4 組 6 か月～1 歳の誕生日迎えるまでの親子

甲南山手保育園 （441-0003）

「園内開放/テラスで砂遊び・雨天は室内」 11/6・13・20・27 (金) 10：00～10：40

事前に検温と保護者の方はマスクの着用をお願いします
保護者の方はマスク着用と受付時に手指消毒をお願いします
随
時
受
付
中

★5 組 6 か月～1 歳 2 か月頃 持物…オムツ・水筒等
★持物…・オムツ・水筒・帽子等

「園庭開放」 毎週月～金曜日 10：00～お昼頃まで

かかとのある運動靴でお越しください

持物…（親子とも）水分補給・汗ふきタオル

受付…11/2 (月)～ 平日 10：00～15：00

持物…水筒・帽子・動きやすい服装（汚れてもよい服）・保護者はマスク着用

「ベビーとママのフィットネス」 11/9 (月)・24 (火) 10：00～10：45

受付…10/26 (月)
13：00～17：00
（土日祝以外）

★4 組 1 歳～就学前までの親子

★4 組 11/9…7 か月～12 か月の親子
★4 組 11/24…1 歳～1 歳半の親子

持物…バスタオル・フェイスタオル・水筒・保護者の方はマスク着用でお願いします

※中止、変更の
場合が有ります
詳細は園の HP

神戸住吉保育園 （858-6080）

「電話での子育て相談」 毎週火・木曜日 13：00～15：00

気軽にお電話してくださいね

「遊戯室開放/自由あそび」 11/5 (木) 10：00～10：45

★5 組 未就園児の親子
受付…10/19 (月)～30 (金)
持物…着替え等のママバッグセット

親和保育園 （846-4701）
住吉むつみ保育園 （843-6230）

「園庭開放/自由遊び」 毎週水曜日 10：00～11：30
「園庭開放/園庭やはなルームであそびましょう」 毎週月曜日 10：00～11：30

ブルーノの森保育園 （411-8048）
ベネッセ本山保育園 (412-7170)
御影のどか保育園 (851-6261)

新型コロナウイルス感染拡大防止のため今月は中止させていただきます
「園庭開放」 11/2・9・30 (月)・6・13・20・27 (金) 10：00～10：45 (雨天中止)
「ホールであそぼう」 11/5 (木)
「やきいも会」 11/10 (火)
「おもちゃをつくろう」 11/12 (木)・17 (火)
10：15～11：30
「園庭であそぼう」 11/19 (木)・24 (火)
「おはなしひろば」 11/26（木）

1 歳～就学前の親子

持物…水筒

0～3 歳児の親子 持物…水筒・帽子
保護者の方はマスク着用でお願いします

小規模保育
キッズクラブ本山南 (411-1060)

認定こども園
あおい宙 （441-2444）

幼保連携型認定こども園
石屋川くるみ保育園(842-4152)

認定こども園
魚崎 COCORO（858-5561）

★1 歳頃～2 歳児までの親子

★15 組
1 歳～3 歳までの親子

持物…水筒・帽子

持物…水筒
持物…水筒・帽子
持物…水筒
持物…水筒・帽子
持物…水筒

今月は新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止とさせていただきます

「青空保育」 11/5・12・19・26 (木)・6・13・20・27 (金)
10：00～11：00 場所…中野南公園
「みんなであそぼう/園庭開放」 11/4・11・18・25 (水) 10：00～11：30
「おひさまひろば（園内開放）」「あおいそらひろば（園内・園庭開放）」は 12 月末迄中止
「子育て相談」毎週木曜日 10：30～11：00
「作って遊ぼう」毎週木曜日 10：30～11：00 ※キットをお渡しします
「作って飾ろう」毎週土曜日 10：00～11：00 ※キットをお渡しします
「お誕生日手型」毎週土曜日 10：00～11：00
「すくすくベビー/親子でふれあい遊び等」 11/18 (水)
「ふれあいあそび/親子で体操やふれあい遊び」 11/16 (月)

10：00～
11：00
受付 9：40～

未就園児の親子
未就園児の親子 持物…水筒・帽子など
★
★5 組 0～2 歳児親子
★5 組
★11 月に 1 歳のお誕生日を迎える方限定
★5 組 6 か月～1 歳 2 か月頃の親子
持物…バスタオル・水筒等
★5 組 1 歳 2 か月～2 歳頃までの親子
持物…水筒等

「親子体操/サーキットや体を動かして遊びましょう」 11/25（水）
「園庭開放」 毎週月～金曜日 10：00～11：30
幼保連携型認定こども園
「室内遊び/つみぼぼで遊ぼう」 11/5 (木)
おかもと虹こども園 (412-2262） 「親子で遊ぼう/運動遊び」 11/12（木）
10：00～11：00
「制作/万華鏡作り」 11/19（木）
持物…水筒・靴袋
「制作/手形・足形アートを作ろう」 11/24 (火)
「身体測定/テラスか室内遊び」 11/26 (木)
「園庭開放」 11/7・14・21・28 (土) 14：00～15：00
認定こども園
新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止とさせていただきます

★5 組 2 歳～の親子 持物…水筒等

幼保連携型認定こども園
「ママと赤ちゃんのためのベビーマッサージ」
きたおおぎこども園(411-5421) 〈ねんねクラス〉11/20 (金) 生後 2 か月～6 か月
〈はいはいクラス〉11/27 (金) 生後 7 か月～12 か月
「1 歳さんだけのぽかぽかひろば/クリスマスツリー🎄をつくろう」
11/25 (水)・26 (木)
「すくすくひろば/クリスマスツリー🎄をつくろう」 11/24 (火) 持物…水筒
「園庭開放」 11/10・17 (火） （雨天中止）

★各 5 組 2 か月～12 か月

受付…随時
（定員になり次第
終了になります）

★おおむね 1 歳～の親子 持物…帽子・水筒等 随時受付
★先着 4 組 1 歳 6 か月～の親子
★先着 4 組 1 歳 3 か月～就学前の親子
★先着 4 組 1 歳 6 か月～の親子
★先着 4 組 1 歳 3 か月～の親子

予約受付…
10/26 （月）
11：30～

初めての方には身体測定カードをお渡します 時間をお守りください

先着 4 組（4 組で締め切らせていただきます） 持物…水筒

岡本ハーベストこども園（413-0415）

持物…バスタオル・おねしょマット・

予約受付

10：30 お茶または白湯（授乳でも可）・マスク着用（保護者）
11/2（月）
★各 5 組 1 歳 1 か月～2 歳のお誕生日月まで
～
9：00～
持物…水筒・マスク着用
（保護者）
11：30
★7 組 2 歳 1 か月～未就園までの親子
未就園児の親子 持物…・帽子・水筒・マスク着用（保護者）

幼保連携型認定こども園
きらり保育園（412-0415）

幼保連携型認定こども園
甲南こども園（441-8345）

「あんずちゃんくらぶ/栄養相談」 11/11 (水） 9：30～10：15
「
〃
/園庭遊び」 11/25 (水) 9：30～10：15
「さくらんぼくらぶ/栄養相談」 11/11 (水) 10：30～11：30
「
〃
/園庭遊び」 11/25 (水) 10：30～11：30
「土曜さくらんぼくらぶ/園庭開放」 11/7・21・28 (土) 10：00～11：00
「ゆっくりお話しましょう」 11/10 (火) 10：00～11：00 お母様同士や先生とお話しませんか
「リトミック遊び/園庭遊び」 11/12 (木)
10：00～
「絵本読み聞かせ/絵本について語り合いましょう/園庭遊び」 11/17 (火)
11：30
※お気に入りの絵本を 1 冊持ってきてください

「大型遊具遊び/園庭遊び」 11/26 (木)
幼保連携型認定こども園
甲南すこやかこども園 （453-4152）
認定こども園
松蔭おかもと保育園（262-1150）
認定こども園
聖ニコラス天使園(412‐6080)
幼保連携型認定こども園
第２きらり保育園（411-2003）

幼保連携型認定こども園
同朋住吉台こども園（846-6011）
光の子認定こども園 （857-1577）
幼保連携型認定こども園
ふかえ虹こども園 （413-4124）

「園庭開放」 毎週月・金曜日（祝日は除く）

9：30～受付

※親子体操は今月はお休みです

幼保連携型認定こども園
夢
（858-9614）
認定こども園
夢の星幼稚園（857-3166）
魚崎幼稚園（411-9647）

「うりぼうくらぶ/リトミック・園庭開放」 11/14 (土)
10：00～11：00
（園庭開放 10：30～）
「 〃 /カプラであそぼう・園庭開放」 11/28 (土)
「0 歳親子の会/わらべうたあそびと親子交流」 11/14・28 (土) 10：40～11：40
「園庭開放」 11/26 (木) 10：00～11：00 （雨天中止）

星の園幼稚園（811-5559）

★6 組 およそ 1～3 歳の親子

電話受付…11/2 (月)
10：00～

★6 組 0 歳親子

※大人はマスク着用

5 組 およそ 1～3 歳親子 持物…水分補給など
0 歳児～就学前の親子 持物…水筒・日よけの帽子等

「園庭開放」 毎週火曜日（3 日は除く）・11/6・13・20・27（金） 9：30～11:00

※来園時はインターホンを鳴らしてください

今月は、新型コロナ感染症拡大防止のため、ありません
「親子育脳ヨガ」 11/11 (水）
10：00～11：00
場所…2 階遊戯室 持物…水筒・靴袋
「
〃
」 11/18 (水)
「おおきくなったかな/身体測定/カプラで遊びましょう」 11/26 (木) 10：00～11：00

★10 組 1 歳未満（歩行していない）の親子
★10 組 1 歳以上（歩行している）の親子
★10 組 未就園児の親子
※西側園庭を通って南園庭に入ってください

受付…
10/29 (木)
11：00～

「園庭開放/ぴょんぴょんカエルを作って遊びましょう」 11/10・17・24 (火) 15：00～16：00 未就園児の親子 持物…水筒・帽子
「 〃 /
〃
」 11/7・14・21・28 (土) 15：00～16：00 ※西側園庭を通って南園庭に入ってください
「園庭開放」 毎週月・水・金曜日 15：00～16：00
「フラワーアレンジメント」 11/28 (土) 10：10～10：４５

受付 10：00～
持物・・・水筒・タオル・保護者の方はマスク着用

「お遊び会」 毎週月・水曜日 ※ 23 日(月)は無し 10：00～12：00
※新型コロナウイルスの影響により変更となる可能性がありますので事前にお問い合わせください

「みんなの幼稚園」 11/6・13・20・27 (金) 10：30～11：30 受付 10：15～

「幼児のひろば」 11/2・9・30 (月)・24 (火)・12 (木)・20・27 (金) 14：00～15：30
「みんなの幼稚園/お買い物ごっこ/おもちゃ作り（お買い物カバン）/ペープサート」
11/6 (金) 10：00～10：50 （受付 9：50～）
「 〃 /楽器で遊ぼう/おもちゃ作り（手作り楽器）/ペープサート」
11/13 (金) 14：10～15：00 （受付 14：00～）
「 〃 /リズム遊び/どんぐりを使って/ままごと/紙芝居」
11/27 (金) 14：10～15：00 （受付 14：00～）

（雨天中止）

「つぼみ組/秋で遊ぼう」 11/26 (木) 10：00～11：00
持物…上靴・水筒・マスク（保護者の方）・※参加費 100 円

満 3～5 歳の未就園児親子
持物…上靴・お手拭き・参加費 500 円
地域の在宅（未就園）児親子
持物…汗拭きタオル・水筒・帽子・上靴・ハンカチ
3 歳児親子
持物…汗拭きタオル・水筒・帽子・上靴・ハンカチ
小学 2 年生まで(小学生未満は保護者付き添いのもと参加)
★地域の幼児（在宅児等）親子
持物…親子ともに上靴・水筒・ハンカチ・ティッシュ
活動しやすい服装で参加してください
※新型コロナウイルス感染拡大防止の為、人数を制限して
行いますので事前に参加希望のご連絡をお願いします
※晴天の場合、終了後幼児のひろばに参加していただいて構いません
※在園児の保護者による自主サークルです

「幼児のひろば/園庭開放」 毎週月・金曜日 ※23 日（月）を除く
14：00～16：00 （雨天中止）
「みんなの幼稚園」 11/6・13・20・27 (金) 10：30～11：30 受付 10：15～
「にこにこサークル」 11/16 (月) 9：30～10：30 受付 9：00～
「園庭開放おひさま」 11/4 (水) 9：30～11：30 （雨天中止）
「ようちえんであそぼう/幼稚園教育の体験」 11/11 (水) 10：00～11：30
「園庭・保育室開放」 11/6・20 (金)・9・16・30 (月)・18・25 (水) 10：00～11：30
「園庭開放」 11/6・13・20・27 (金) 9：30～11：15

★2 組 1～3 歳までの親子
受付随時（中止となる可能性があるため事前にご予約ください）
★5 組 1～3 歳までの親子
(子ども 1 名につき保護者の方 1 名の参加でお願いします）
電話受付…10/26 (月)～当日の朝迄

就園前の乳幼児親子

「のぞみげんキッズ/紙粘土遊び」 11/16 (月) 10：30～11：30

住吉学園幼稚園 (851-0246)

持物…水筒・帽子

新型コロナウイルス感染拡大防止の為、中止とさせていただきます

自転車の方は 10：00～10：15 までに南門からお入りください

甲南幼稚園 （841-1201）
頌栄幼稚園（842-2890）

★5 組 1 歳～就学前までの親子
持物…帽子・水筒・汗拭きタオル・靴を入れる袋
運動靴でお越しください
受付…10/20 (火) 10：00～

※消毒と保護者の方はマスク着用のご協力をお願いいたします

「みんなの幼稚園/みかん組」 11/10・17・24 (火) 10：30～11：30 受付 10：15～

御影幼稚園 (851-2030 )

1～3 歳くらいの親子 持物…水筒・動きやすい服

0～2 歳までの親子

「園庭開放」毎週月・水曜日 園庭 10：30～11：30

自転車の方は 10：00～10：15 までに南門からお入りください

東灘のぞみ幼稚園 （411-0667）

電話受付…
11/4 (水)
★各 10 組 1 歳 4 か月～3 歳 6 か月位の親子 10：00～
持物…水筒・動きやすい服

0～5 歳までの親子
※消毒・検温を実施

10：15～11：15

持物…水筒・帽子

モーツァルトこども園（431-3111）

★各 10 組 6 か月～1 歳 3 か月の親子
持物…水筒

地域の小学 2 年生までのお子さん
（小学生以外は保護者同伴のこと）

未就園児親子 持物…マスク・水筒・上靴・上靴袋・着替え
未就園児親子 持物…マスク・水筒・上靴・着替え
未就園児の親子 持物…必要であれば水筒・帽子等
就園前の親子

持物…水筒・帽子 ※変更・中止する場合があ

就学前の親子

りますので HP、電話でご確認ください

未就園児親子
持物…マスク・水筒・帽子・タオル
インターホンを押してください 門にて受付をします
★2 歳の誕生日を迎えた未就園児親子
電話受付…10/1 (木)～11/25 (水)

地域子育て応援プラザ東灘
の HP もご覧ください

