
★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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

御影    

園  名 （電話番号） 内       容 備     考 

石屋川COCORO保育園 
               (855-2150) 

「すくすくベビー/親子で一緒にふれあい遊びや体操を楽しみましょう」 
12/8 (水)  10：00～11：00  ※育児相談の時間もあります 

★5組 6か月～1歳 2か月までの親子  

持物…水筒・着替え等 随 
時 
受 
付 
中 

「音楽あそび/親子で音楽あそびを楽しみましょう」  
12/6 (月) 9：30～10：30     

★2組 満 3歳以上就学前の親子  

持物…水筒等 

「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・着替え等      

 運動靴でお越しください 

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 ★ 

電話で予約をお願いします 
「手形をとろう」毎週土曜日 10：00～11：00 ★12月に 1歳を迎えられる方限定 

「つくってあそぼう/キットお渡しのみ」毎週土曜日 10：00～11：00 ★3組 0～2歳までの親子 

「つくってかざろう/キットお渡しのみ(クリスマスツリー)」毎週土曜日 10：00～11：00  ★5組 0～2歳までの親子 

ABCみかげ保育園 （856-5158） 「親子リフレッシュヨガ」 12/8 (水)・13・20 (月) 10：00～11：00 
持物…水筒・タオル・動きやすい服装 

★6か月～1歳の誕生日までの親子  
電話受付… 

12/1 (水)～ 

平日 10：00～15：00 「園庭開放」 12/7・14・21 (火) 10：00～11：00   持物…水筒・帽子 ★1～3歳までの親子  

頌栄幼稚園（842-2890） 「わくわく幼稚園/園庭開放」 12/1・8・15 (水)・6・13・20 (月)・21 (火)   

10：00～11：30 
就学前の 3～5 歳までの親子  持物…水筒・帽子 

「みんなの幼稚園/園庭開放」 12/3 (金)・7(火) 10：00～11：30 未就園児親子  持物…水筒・帽子 

「みんなの幼稚園/手遊び・絵本など」 12/17 (金) 10：00～11：30 未就園児親子 

浜御影保育所（821-9571） １２月の地域開放行事はありません。園庭開放は中止しています。  

御影COCORO保育園 (822‐1234) 「園庭開放」 毎週木曜日 10：00～11：00   持物…水筒・帽子 ★0～3歳の親子  電話予約  

御影のどか保育園 (851-6261) 「のどかひろば/園庭開放」 毎週火曜日 10：00～11：30  1～3歳までの親子   直接おこしください  

御影保育所（811-3780） ブロック塀の工事のため、園庭開放等は中止します   

御影幼稚園 (851-2030 ) 「みんなの幼稚園/新聞遊び」 12/3 (金) 
10：30～11：45 

受付…10：15～ 

未就園児親子 持物…上靴・水筒 

※感染状況により中止または変更になることがあります 

 HPでご確認ください 
「  〃   /クリスマス制作」 12/10 (金) 

 

住吉     
甲南幼稚園 （841-1201） 
 

「園庭開放/おひさま」 12/8・15 (水) 9:30～11:30 雨天中止 未就園児親子  持物…水筒 

「園庭開放/なかよし幼稚園/園庭遊びとクリスマスあそび」 12/18 (土)  
 1部…9：00～10：15   2部…9：45～11：00 

★6歳未満の親子 持物…水筒・親子共上靴 

  ※HPから申込…11/24 (水)～12/10 (金) 16 :00まで 

神戸住吉保育園 （858-6080） 
「遊戯室開放/クリスマス制作(手形アートをしよう！)」 12/16 (木) 10：00～10：45 

★7組未就園児の親子 持物…着替え等のママバックセット 

受付…12/1 (水)～12/15 (水) 

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・帽子 

住吉学園幼稚園 (851-0246) 
「園庭開放」 12/3・10・17 (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・帽子・筆記用具  

インターホンを押してください。門にて受付をします。 

住吉公園保育所（851-3738） 今月の園庭開放は中止します  

住吉むつみ保育園 （843-6230） 
「園庭開放/園庭やはなルームでで一緒に遊びましょう」 毎週月曜日 9：45～11：15  

12/27 (月)はお休み  ※コロナウイルスの感染状況で中止させていただくことがあります 

0～3歳児までの親子  持物…水筒・帽子 

※体調の悪い方はお控えください 

保護者の方はマスクを着用してください 

幼保連携型認定こども園  
神戸夢 遊喜分園 （858-9610） 

「フラワーアレンジメント/お花をきれいに飾って楽しみます」 
12/11 (土) 10：00～11：00 

受付 9：50～ 

★各 5組 乳幼児の親子 （子ども 1名につき保護者の方 1名で参加） 

持物…タオル・水筒  

電話受付…11/25 (木)～当日朝までに（キャンセルは電話してください） 
「リースをつくろう・サンタさんに会えるかな/サンタさんと 

一緒に遊びましょう」 12/25 (土) 

「園庭開放/遊喜分園の園庭で遊びます」 毎週火・木曜日  

10：00～11：00  受付 9：50～ 

★5組 乳幼児の親子 持物…タオル・水筒 

電話受付…11/25 (木)～前日の午前中までに 

「教育・電話相談」 毎週火・水曜日 13：30～14：30  気になることがあれば何でもお話しください 

星の園幼稚園（811-5559） 
「つぼみ組/クリスマス楽しいね！」 12/9 (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の親子  

電話受付…11/1 (月)～12/8 (水) （前月 1日～前日までが予約期間）  

 

魚崎 

 

認定こども園 

魚崎 COCORO(858-5561) 
 

「いっしょにあそぼ/クリスマスあそび」 12/17 (金) 

10：00～11：00 

受付 9：40～ 
 

★5組 2歳以上の親子 持物…水筒・帽子 ※随時受付 

「すくすくベビー/ふれあい遊びやわらべうた遊び/育児相談」  
12/15 (水) 

★5組 6か月～1歳 2か月頃の親子 

持物…バスタオル・水筒 

受付…12/1 (水) 

10：00～ 
「ベビーサロン/一緒にお話して気分転換してみませんか」 12/16 (木) 

★5組 6か月までの親子   

持物…水筒  

「ふれあいあそび/親子で体を動かして遊びましょう」 12/21 (火)  
★5組 1歳 2か月頃～2歳頃の親子 

 持物…水筒  

「園庭開放」 月～金曜日 10：00～11：30  
★1日 4組まで  おおむね 1歳～の親子  

持物…水筒・帽子   ※随時受付 
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＜地域の保育所・保育園・幼稚園などのひろば紹介＞ 

 

 

＊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。 



魚崎保育所（411-4354） 「園庭開放」 毎週水・金曜日 10：00～11：30 就学前の親子  持物…水筒・帽子 直接保育所にお越しください 

魚崎幼稚園（411-9647） 
※詳しくは南門側掲示板または HPを 

ご覧ください 

※変更、中止の場合はＨＰでお知らせし

ます 

「みんなの幼稚園/スノードームをつくろう」 12/7 (火)  10：30～11：30 

受付…10：15～10：30 

 

地域の在宅児親子 

持物…汗拭きタオル・帽子・ハンカチ・水筒 

※自転車で来られる方は 10：00～10：15 に南門から 

お入りください 「    〃    /お楽しみ会」 12/17 (金) 

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 10：30～11：30 ※12/31(金)はありません 

未就学児の親子  持物…水筒・帽子 

園に直接来てください（検温・消毒実施） 

瀬戸保育所 (453-2663) 「園庭開放」 毎週火・水・木曜日 10：30～11：30   

 

岡本・摂津本山                                                
幼保連携型認定こども園 
おかもと虹こども園 (412-2262） 

 

「身体測定/大きくなったかな」 12/2 (木) 10：00～11：00  持物…水筒・靴袋 
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 

※感染症防止対策のため身体測定が終わりましたら終了となります 

「クリスマスリース作り(モザイクタイルを使ってリース作り)」  
12/9 (木)  10：00～11：00  持物…水筒・靴袋 

★先着 5組 2歳～の親子 

受付… 

11/22 (月) 11：30～ 
「親子で遊ぼう」 12/16 (木) 10：00～11：00  持物…水筒・靴袋・動きやすい服装 ★先着 8組 1歳 3か月～の親子 

「クリスマスハンドベル作り(シールやテープを貼ってハンドベル作り)」 12/23 (木) 
  10：00～11：00 持物…水筒・靴袋 

★5組 2歳～の親子 

「園庭開放」 12/11・18・25 (土) 14：00～15：00    

認定こども園 
岡本ハーベストこども園（413‐0415） 

「ホール開放/お友達や保育者と一緒に遊びましょう」 12/2・9 (木)    

10：00～11：00 受付…10：00～ ※保護者の方はマスク着用でお願いします 

★5組 0歳～2歳児親子 持物…水筒 受付…11/25 (木) 10：00～ 

※37，5℃以上熱が出た場合、解熱後 24 時間を経過していないと参

加できません 

認定こども園 

松蔭おかもと保育園（262-1150） 
12月の園庭開放等の実施はありません  

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  

田中保育所（452-3181） 「園庭開放」 毎週月～金曜日 13：30～15：00  ★2組 未就学児親子 感染症の状況により中止する場合があります  

ベネッセ本山保育園 (412-7170) 今月の実施はありません  

モーツァルトこども園（431-3111） 「クリスマス会/クリスマスの雰囲気を楽しみましょう」 12/6 (月) 10：00～10：30頃と 
11:00～11:30頃 

★各 6組 0～3歳までの親子 随時受付（中止になる

場合がありますので 

事前にご予約ください） 

「クリスマス会/クリスマスリース作り」        12/7 (火)  

「園庭開放」 毎週月・水・金曜日 15：00～16：00 
※緊急事態宣言等が発令された場合は、開放を控えさせて頂きます 

★2組 1～3歳までの親子   

本山北町あすのこども園 
（441-1905） 

「あすのひろば/園内をご案内します」 12/3・24 (金)・27 (月)  
10：15～11：00 

★5組 0～2歳児の未就園児親子または親 

受付…各実施日の 10 日前から前日まで 

本山保育所 (451‐0567) 
「園庭開放」 毎週火・水・木曜日 13：30～14：45  事前の検温・保護者の方のマスク着用をお願いします 

 

甲南山手・深江・青木     
認定こども園 
  あおい宙 （441-2444） 

「電話相談」 12/3 (金) 10：00～11：30   
※日頃困っている事等、子育てに関する悩み等あればお気軽に 

お電話ください 

「青空保育」 12/2・9・16 (木) 10：00～11：30  場所…中野南公園 
未就園児の親子 

※緊急事態宣言が発令された場合は中止 
「みんなであそぼう(園庭開放)/遊具・ボール・フープ・砂場あそび等」  

12/1・8・15・22 (水) 10：00～11：30 持物…水筒・帽子・タオルなど 

小規模保育 

エンジェルキッズ甲南山手園 

               (855-7484) 

今月の地域開放は中止させて頂きます  

幼保連携型認定こども園 

  きたおおぎこども園(411-5421) 
「ママと赤ちゃんのためのベビーマッサージ」  ※しばらくお休みさせていただきます  

「1歳さんだけのぽかぽかひろば/クリスマス会🎄を楽しもう☆」  

12/15・22 (水) 10：30～11：30 

★5組 

1歳 1か月～2歳の 

お誕生日月までの親子 

持物… 

水筒・マスク着用（保護者） 

 

受付…12/1（水）9：00～ 「すくすくひろば/クリスマス会🎅を楽しもう☆」 12/21 (火) 10：30～11：30 
★7組  

2歳 1か月～未就園までの親子 

「園庭開放/園庭で体を動かして遊びましょう」 12/14 (火)  10：30～11：30 
※雨天中止 

未就園児親子 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/素材遊び(空き箱)」 12/8 (水） 9：30～10：15 持物…水筒 
★ 6か月～1歳 3か月の親子 

※動きやすい服装 
電話受付 

12/1 (水) 

10：00～ 

新型コロナ
ウイルスの
感染状況
によって変
更する場合
があります 

「    〃   /制作あそび（クリスマス制作）」 12/22 (水)  9：30～10：15 持物…水筒・帽子 

「さくらんぼくらぶ/素材遊び(空き箱)」 12/8 (水) 10：30～11：30 持物…水筒 
★1歳 4か月～3歳 6か月の親子 

※動きやすい服装 
「    〃   /制作あそび（クリスマス制作）」 12/22 (水) 10：30～11：30 持物…水筒・帽子 

「土曜さくらんぼくらぶ/園庭開放」 12/4・11・18 (土) 10：00～11：00 
1～3歳児の親子 ※直接園に来てください 

持物…水筒・帽子・動きやすい服装  

幼保連携型認定こども園 
  甲南こども園（441-8345） 

「リトミック/園庭遊び」 12/9 (木)   
★各 5組  

満 1歳から就学前の親子 

 

持物…帽子・水筒・靴を入れる袋 

 

受付…10/21 (木)～ 

※天候や警報等で実施で

きない場合は子育て電話

相談に切り替えます 

「大型遊具遊び/園庭遊び」 12/14 (火)  10:00～11:30 

 受付…9：30 

「季節の制作/園庭遊び」 12/16 (木) 

「おはなししましょう/園庭遊び」 12/21 (火) 



この紙面は、赤い羽根共同募金の配分金を活用し印刷されています。 

 

甲南山手保育園 （441-0003） 
 
 
※感染拡大防止のため中止または 
人数等変更の場合があります。 

※事前に検温していただき、保護者 
の方はマスク着用でお願いします。 

※詳細は園の HP をご確認ください。 

「ベビーとママのフィットネス」 12/2 (木) 
10：00～10：40 
持物…水筒・フェイスタオル 

★5組 7か月～11か月の親子 

電話受付… 

11/25 (木)～ 

13:00～17:00の間 

（土日祝以外） 

「ベビーとママのフィットネス」 12/20 (月)  ★5組 1歳～1歳半の親子 

「助産師とベビーマッサージ/身体測定」 12/7 (火) 10：00～10：40 
持物…バスタオル・着替えとおむつ・母子手帳・親子の飲み物 

★5組 2～6か月の親子 

「園内開放/テラスや遊戯室で遊びましょう」 12/10・17・24 (金) 10：00～10：40   
★各 5組 7か月～就学前の親子 

持物…水筒・帽子  

幼保連携型認定こども園 
 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 
  第２きらり保育園（411-2003） 

「うりぼうくらぶ/足型でクリスマス制作/園庭開放」 12/11 (土) 

「  〃   /つくって遊ぼう/園庭開放」 12/25 (土) 

10：00～11：00 
（園庭開放 10：30～） 

★7組 1～3歳までの親子 
電話受付… 

12/1 (水) 10：00～ 

子ども 1人につき保護者 

1人でお越しください 

大人はマスク着用 

「0歳親子の会/足型でクリスマス制作」 12/11 (土) 
10：40～11：40 

★7組 0歳親子 

生後 2か月から参加可 「   〃  /ふれあいあそび」 12/25 (土) 

「園庭開放」 12/16 (木) 10：00～11：00  （雨天中止）   1～3歳までの親子  

「子育て電話相談」 12/11・25 (土) 13：00～15：00  

中野保育所（453-2664） 
「園庭開放」 毎週火・水・木曜日 13：00～14：30 

★3組 未就園児親子 持物…水筒・帽子  

※中止になる場合がありますので、事前にご予約ください 

東灘のぞみ幼稚園 （411-0667） 

「みんなの幼稚園/楽器であそぼう・制作遊び・ミニ人形劇」 12/10 (金) 

「   〃    /親子ふれ合い遊び・楽器で遊ぼう・クリスマスのお話」 12/17 (金) 
  14：10～15：00  受付 14：00～ 

★地域の未就園児親子 

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 

受付…人数を制限はしていませんが、事前に参加申し込みをしてく

ださい 

・晴天の場合、終了後、幼児のひろばに参加していただいて 

も構いません 

「のぞみげんキッズ/ツリー制作」 12/21 (火) 10：30～11：30    
就園前の乳幼児親子 

在園児の保護者による保育が行われる自主サークルです 

「幼児のひろば/園庭開放」 12/3・10・17 (金)・13・20 (月) 14:00～16:00 
※20(月)はイベントがあります  ※雨天中止 

地域の小学校 2年生までのお子さん    

※小学生以外は保護者の方の同伴が必要です 

東灘本庄保育所（431-3539） 今月はありません  

幼保連携型認定こども園 

ふかえ虹こども園 （413-4124） 
 
 

 
 
※コロナウイルス感染等について変更

が生じた場合は掲示板等でお知らせい

たします 

「親子育脳ヨガ」 12/16 (木) 10：00～11：00   

講師の先生を招いて親子でふれあい遊びを楽しみます 

2階お遊戯室で行います 

★10 組 1 歳未満（歩行していな
い） 

持物…水筒・靴袋 

受付…11/26 (金)  

11：00～ 

「   〃    」 12/22 (水) 
★10組 1歳以上 

（歩行している） 

「おおきくなったかな/身体測定/クリスマス関連の制作/室内遊び」   

12/21 (火) 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    

「親子体操」 12/24 (金) 10：00～10：50  

講師の先生を招いて親子で体を動かして楽しみます  ２階お遊戯室で行います 
★10組 1歳 6 カ月以上の親子 

「園庭開放/園庭遊び・室内で的あて」 12/7・14・21・28 (火) 15：00～16：00 ※雨天中止 未就園児親子 ※西側園庭を通って南園庭に入って 

ください  持物…水筒・靴袋 「園庭開放/園庭遊び・室内で的あて」 12/4・11・18・25 (土)  15：00～16：00  

幼保連携型認定こども園 
ブルーノの森保育園 （411-8048） 

「あそびの広場/親子ふれあい遊び/クリスマスツリーの飾り

を作ろう」 12/15 (水) 10：00～11：00 ※中止、変更になる場合があり

ます 

★先着 6組 1歳～就学前の親子  

電話受付…12/1 (水) 10：00～12/7 (火) 

「子育て相談」 毎週水曜日 10：00～12：00 ★0歳～就学前  

「園庭開放」 毎週木曜日 10：00～11：00 1歳～就学前までの親子  持物…水筒・帽子 

 

渦森台・住吉台 

 
 

渦森台保育所（841-6390） 「園庭開放」 月～金曜日 12：00～14：00 ※子育てについて気軽にご相談ください 
未就園児親子     インターホンを鳴らしてください   

持物…水筒・帽子     

茅渟の浦幼稚園（851-4142） 
「園庭開放/芝生広場」 12/1・8 (水) 10：00～11：00 持物…水筒・帽子 ★10組 未就園児親子  

事前に電話での申し込み 「ぴよぴよクラブ」 12/15 (水) 10：00～11：30 受付…9：45～ 持物…水筒・上靴 

幼保連携型認定こども園 
同朋住吉台こども園 (846‐6011) 

「クリーン作戦に参加しよう」 12/21 (火) 10：00～11：00    

※汚れても良い服装で参加してください 

掃除に参加できる年齢の親子 

持物…水筒・帽子等 

9:45に園にお越しくだ

さい 

「園庭開放」 毎週火・3・10・17・24 (金) 9：30～11:00  
0歳児～就学前の親子  

持物…水筒・帽子等 

※来園されたら 

インターホンを 

押してお知らせください 

 

六甲アイランド 

光の子認定こども園 （857-1577） 「園庭開放」 毎週水・金曜日 10：15～11：15 感染状況に応じて中止になる場合があります 3組の親子(大人は 1名まで) ※1週間前から電話予約可 

認定こども園 
夢の星幼稚園（857-3166） 

「お遊び会」 12/1・8・15 (水)・6 (月) 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 

3～5歳の未就園児親子 持物…上靴・お手拭 

参加費 500円 

「園庭開放」 12/7・14・21 (火) 10：00～12：00 
雨天中止 

0～3歳児親子 
 ※行事等により変更あり 

「園庭開放」 12/3・10・17 (金) 14：00～16：00 0～5歳児親子 

 

         

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

神戸市地域子育て応援プラザ東灘           HPはこちら     ためまっぷ東灘はこちら 

ＴＥＬ ０７８－８５１－４１４８ 

相談専用電話 ０７８－８５１－４３３０ 

相談メール ikujisodan@office.city.kobe.lg.jp 


