
★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) 
「園庭開放（にこにこ広場）」 3/17まで基本毎週水・金曜日 10：00～11：30 

※詳しい日程は保育所までお問い合わせください 

または保育所前の掲示板をご覧ください 

瀬戸保育所 (453-2663) 「園庭開放」 毎週月～金曜日 11：00～12：00  

※3/23 (火)・3/31 (水)は行事のため、お受けできません 
事前の検温、保護者の方はマスクの着用をお願いいたします 

田中保育所 （452‐3181） 「園庭開放」 3/15まで毎週月～金曜日 13：30～14：45 ★2組 未就学児の親子 ※感染症の状況により、中止の可能性有。 

浜御影保育所 （821-9571） 「園庭開放」 3/15まで 毎週月曜日 10：00～11：30 持物…水筒・帽子 事前の検温、保護者の方はマスク着用と手指消毒をお願いします 

本山保育所 (451‐0567) 「園庭開放」 3/25まで毎週火・水・木曜日 13：30～14：45  

石屋川COCORO保育園 

               (855-2150) 
「すくすくベビー」 3/10 (水) 10：00～11：00   受付 9：45～ 

★5組 6か月～1歳 2か月頃までの親子  

持物…オムツ・水筒等 

随 
時 
受 
付 
中 「園庭開放」 毎週月～金曜日 10：00～お昼頃まで 

★1日 2組程度 持物…水筒・帽子・オムツ等      

 運動靴でお越しください 

ABCみかげ保育園 （856-5158） 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  

甲南山手保育園 （441-0003） 「園内開放/テラスで砂遊び」 3/5・12・19 (金) 10：00～10：40 
※雨天時や気温が低いとき等、外遊びが出来ない日は中止 
感染症拡大防止のため中止、変更の場合が有ります。詳細は園の HP をご確認ください。 

持物…水筒・帽子 動きやすく、汚れても良い服でお越しください 

★3組 1歳～就学前までの親子 
受付…2/25 (木)～  13：00～17：00 （土日祝以外） 
※事前に検温をお願いします。 
保護者の方はマスク着用でお願いします。 

神戸住吉保育園 （858-6080） 
「遊戯室開放/自由あそび/ミニフォト撮影」 3/4 (木) 10：00～10：45 

★7組 未就園児の親子   受付…～3/3 (水)まで  

持物…着替え等のママバッグセット     

親和保育園 （846-4701） 「園庭開放/自由遊び」 毎週水曜日 10：00～11：30  1歳～就学前の親子  持物…水筒 当日受付 

住吉むつみ保育園 （843-6230） 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  

ブルーノの森保育園 （411-8048） 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  

ベネッセ本山保育園 (412-7170) 「園庭開放」 3/1・8・22・29 (月)・5 (金)・16 (火) 10：00～10：45 (雨天中止)   ★1歳頃～2歳児までの親子 持物…水筒・帽子  

御影COCORO保育園 (822‐1234) 「園庭開放」 毎週木曜日 10：00～11：30 ★2～3組の親子 電話予約をお願いします 持物…水筒 

御影のどか保育園 (851-6261) 「園庭開放」 3/2・9・16 (火) 10：15～11：30 1～3歳までの親子     

小規模保育 
 キッズクラブ本山南 (411-1060) 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 

 

 

 
 
 

 
 

認定こども園 
  あおい宙 （441-2444） 

「電話相談」 3/3・17 (水)・4・11 (木)・5・12 (金) 10：00～11：30 
※日頃困っている事等、子育てに関する悩みがあれば 

お気軽にお電話ください 

幼保連携型認定こども園 
石屋川くるみ保育園(842-4152) 

「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  ★5組 

「作って飾ろう」毎週土曜日 10：00～11：00 ★5組 0～2歳児親子 

「お誕生日手型/手形をとります」毎週土曜日 10：00～11：00 ★3月に 1歳のお誕生日を迎える方限定 

認定こども園 
  魚崎 COCORO（858-5561） 「すくすくベビー/親子でふれあい遊び等」 3/17 (水) 

10：00～ 
11：00 

受付 9：40～ 

★5組 6か月～1歳 2か月頃の親子  

持物…バスタオル・水筒等 
受付…随時 

※緊急事態宣言 

継続の場合は 

中止 

「ふれあいあそび/親子で体操やふれあい遊び」 3/22 (月)  
★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」 3/25（木）  ★5組 2歳～の親子 持物…水筒等 

「園庭開放」 3月はお休みします  

幼保連携型認定こども園 
おかもと虹こども園 (412-2262） 

 
 
（お願い） 

 コロナウィルス感染拡大防止のため身

体測定での測定終了後、制作での作品

が完成次第などすぐにお帰りになるよう

にお願いしています 

「制作/たまごのネックレス」 3/4 (木) 
たまごの形のカプセルにフェルトシールで飾り付けしてかわいいペンダントを作ります 

10：00～ 
 11：00 

 
持物… 

水筒・靴袋 

★先着 4組 1歳 5か月～の親子 

予約受付… 

2/22 （月） 

11：30～ 

「制作/うさぎのふわふわリース」 3/9 （火） 
大きなふわふわビーズをテグスを通して作ります 

★先着 4組 1歳 8か月～の親子 

「制作/たまごポシェット」 3/11 (木) 毛糸を通してポシェットを作ります ★先着 4組 1歳 6か月～の親子 

「身体測定/テラスか室内遊び」 3/16 (火)  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 

「親子で遊ぼう/運動遊び」 3/18 （木） ★先着 4組 1歳 3か月～就学前の親子 
予約受付… 

2/22 (月) 11：30～ 
「制作/イースターカード」 3/25 (木) 

マスキングテープを貼って作ります 
★先着 4組 1歳 5か月～の親子  

「園庭開放/園庭で遊びましょう」 3/6・2７ (土)  14：00～15：00 先着 4組（4組で締め切らせていただきます） 持物…水筒 

認定こども園 
岡本ハーベストこども園（413-0415） 

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  

幼保連携型認定こども園 
  きたおおぎこども園(411-5421) 

 
 
 

※すくすくひろばは今月はお休みです 

「ママと赤ちゃんのためのベビーマッサージ」  
〈ねんねクラス〉3/8 (月) 生後 2か月～6か月 

〈はいはいクラス〉3/9 (火) 生後 7か月～12か月 
10：30 
 ～ 

11：30 

★各 5組 2か月～12か月 

持物…バスタオル・おねしょマット・ 

お茶または白湯（授乳でも可）・マスク着用（保護者） 

予約受付 

3/1（月） 

9：00～ 「1歳さんだけのぽかぽかひろば/おはな🌼のかんむりをつくろう」 
 3/16 (火)・24 (水) 

★各 5組 1歳 1か月～2歳のお誕生日月まで 
持物…水筒・マスク着用（保護者） 

「園庭開放」 3/9・23 (火) 10：30～11：30  （雨天中止） 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） 

「あんずちゃんくらぶ/園庭遊び」 3/10 (水） 9：30～10：15   
コロナウイルス感

染症拡大防止の

為、変更する場

合があります 

★各 10組 6か月～1歳 3か月の親子 

持物…水筒・動きやすい服 
電話受付… 

3/1 (月) 

10：00～ 

「    〃    /園庭遊び」 3/24 (水)  9：30～10：15   

「さくらんぼくらぶ/園庭遊び」 3/10 (水) 10：30～11：30   ★各 10組 1歳 4か月～3歳 6か月位の親子 

持物…水筒・動きやすい服 「    〃    /園庭遊び」 3/24 (水) 10：30～11：30   

「土曜さくらんぼくらぶ/園庭開放」 3/6・13 (土) 10：00～11：00 1～3歳の親子 持物…水筒・動きやすい服 

令和３年３月１日発行 

神戸市地域子育て応援プラザ東灘 
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＊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。 



幼保連携型認定こども園 

  甲南こども園（441-8345） 
「季節の制作/園庭遊び」 3/2 (火) 

10：00～ 
   11：30 

9：30受付 

★5組 1歳～就学前までの親子  

受付…2/19 (金) 10：00～ 

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 

「大型遊具遊び/園庭遊び」 3/9 (火) 

「リトミック遊び/園庭遊び」 3/11 (木) 

幼保連携型認定こども園 
甲南すこやかこども園 （453-4152） 

「園庭開放」 毎週月・金曜日 10：15～11：15 
※緊急事態宣言中は中止とさせていただきます 

0～5歳までの親子 持物…水筒・帽子 （消毒・検温実施） 

園に直接来てください 

認定こども園 

松蔭おかもと保育園（262-1150） 
「園庭開放」 毎週月・水曜日 10：30～11：30 0～2歳までの親子  

認定こども園 

 聖ニコラス天使園(412‐6080) 
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  

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/リトミック・園庭開放」 3/13 (土) 

10：00～11：00 
（園庭開放 10：30～） 

★5組 おおむね 1～3歳の親子 
電話受付…3/1 (月) 

10：00～ 

※保護者はマスク着用 

※新型コロナの影響で中止する

場合あり 
「0歳親子の会/わらべうたあそびと親子交流」 3/13 (土)  10：40～11：40  ★5組 0歳親子 

「園庭開放」 3/11 (木) 10：00～11：00  （雨天中止）   おおむね 1～3歳親子 ※新型コロナの影響で中止する場合あり 

幼保連携型認定こども園 
同朋住吉台こども園 (846‐6011) 

「リズム運動をしよう」 3/22 (月) 10：00～11：00     ★0歳児～就学前の親子  

持物…水筒等 

※来園されたらインターホンを鳴

らしてください 「園庭開放」 毎週火曜日・3/5・12・19・26（金） 9：30～11:00   

光の子認定こども園 （857-1577） 今月は、新型コロナ感染症拡大防止のため、ありません  

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」 3/10 (水） 10：00～11：00 

場所…2階遊戯室 
（講師の先生を招いて行います） 

受付…2/25 (木) 

11：00～ 

持物… 

水筒・靴袋 

★10組 1歳未満（歩行していない）の親子 

※コロナウイルス 

感染症について、 

変更が生じた場合 

掲示等でお知らせ 

いたします 

「    〃   」 3/17 (水) ★10組 1歳以上（歩行している）の親子 

「親子体操」  3/12 (金) ★10組 1歳 6か月以上の親子 

「おおきくなったかな/身体測定/園庭遊び」 

3/26 (金) 10：00～11：00  西側園庭を通って南園庭に入ってください 
★10組 未就園児の親子  

「園庭開放/園庭で遊びましょう」 3/2・9・16・23・30 (火) 15：00～16：00   未就園児の親子 持物…帽子・水筒 

※西側園庭を通って南園庭に入って 

ください 
「  〃  /  〃  」 3/6 (土) 15：00～16：00  ※13・27日は行事のためお休みです 

モーツァルトこども園（431-3111） 「園庭開放」 毎週月・水・金曜日 15：00～16：00 
※緊急事態宣言の間は、開放は控えさせて頂きます 

★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ので事前にご予約ください） 

幼保連携型認定こども園  
夢       （858-9614） 「おわかれ会/プレゼント作り/写真撮影」 3/6 (土) 10：00～11：00 受付 9：45～ 

★5組 1～3歳までの親子  持物…水筒・手拭きタオル 

(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…2/25 (木)～当日の朝迄 

認定こども園 
夢の星幼稚園（857-3166） 

「お遊び会」 3/1・8 (月)・3・10 (水) 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 

満 3～5歳の未就園児親子 

持物…上靴・お手拭き・参加費 500円 

 
 
 

 
 

 
 

魚崎幼稚園（411-9647） 「みんなの幼稚園」 3/12・19 (金) 10：30～11：00  受付 10：15～10：30 3/7 に緊急事態宣言が解除された場合に開催します。再開

についてはＨＰでお知らせします。 「みんなの幼稚園/みかん組」 3/9 (火) 10：30～11：00  受付 10：15～10：30    

「幼児のひろば」  ※緊急事態宣言が発令されたことを受けて実施を見合わせます。  

東灘のぞみ幼稚園 （411-0667） 「みんなの幼稚園」 3/12 (金)１４：10～15：00  受付 14：00～ 
                  （晴天の場合、終了後「幼児のひろば」に参加可能です） 
           ※人数を制限して行いますので事前に園まで参加希望のご連絡をお願いします 

★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 

変更がある場合は 

事前にＨＰで 

お知らせしますの

でご確認ください 

「げんキッズ」 3/9 (火) 10：30～11：30  （在園児の保護者による自主サークルです） 就園前の乳幼児親子 

「幼児のひろば/園庭開放」 3/1 (月)・5 (金)   14：00～16：00 （雨天中止） 
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が必要です） 

御影幼稚園 (851-2030 ) 
「みんなの幼稚園」「にこにこサークル」は当分の間、開催は見合わせます  

甲南幼稚園 （841-1201） 
「園庭開放おひさま/若駒ベイビーシアター公演/園庭遊び」 

 3/19 （金） 10：00～11：30 受付 9：45～ 

★25組 未就園児の親子  

HPから申込 2/24（水）～3/12（金）16時まで 

持物…必要であれば水筒・親子共上靴 

頌栄幼稚園（842-2890） 新型コロナウイルス感染拡大による緊急事態宣言発令中は園庭開放は中止します。宣言

解除後の予定については HP・電話などでご確認ください。 
 

住吉学園幼稚園 (851-0246) 
「園庭開放」 3/5・12 (金) 9：30～11：15  （雨天中止）  

未就園児親子    

持物…マスク・水筒・タオル     門にて受付を行います 

星の園幼稚園（811-5559） 「つぼみ組/親子で遊ぼう」 3/4 (木) 10：00～11：00  

持物…上靴・水筒・マスク（保護者の方）・※参加費 100円 

★2歳の誕生日を迎えた未就園児親子  

電話受付…ご利用の前月 1日～実施日の前日まで 

 

 

地域子育て応援プラザ東灘

の HP もご覧ください 

＊＊子育て相談＊＊ 

子育て中の不安や悩みなどお気軽にご相談ください。 

ちょっと聞いてほしい、話がしたいだけでも大丈夫！ 

一人で悩まず、いつでも連絡ください。 

電話または E-mailで受けつけています。 

＊電話：078-851-4330 平日 9：00～17：00（土日祝休） 

＊E-mail：ikujisodan@office.city.kobe.lg.jp 


