
    

無印は当日受付ですので自由にご参加下さい。 

★印は事前予約が必要です。各園にお電話等でご予約下さい。 

 

 

 

 
 
 
 

魚崎保育所 （411-4354） 「園庭開放/にこにこ広場」 3/7・14 (水)・23 (金)  10：00～11：30  

渦森台保育所 （841-6390） 「園庭開放」 毎週月～水曜日 10：00～11：30   

※3/19 (月)まで 13 (火)・14 ｈ(水)はお休み 

就学前までの親子 持物…ハンドタオル・水筒 

 

住吉公園保育所 （851-3738） 「園庭開放」 毎週月～金曜日 10：00～15：00  

瀬戸保育所 (453-2663) 「園庭開放」 毎週火・木曜日 10：00～11：30  

田中保育所 （452-3181） 「園庭開放」 毎週月～金曜日 10：00～11：30  ※徒歩かベビーカーでお越し下さい ※行事のためお休みする事があります 保育所の掲示板をご覧下さい 

中野保育所 （453-2664） 「園庭開放」 毎週月～金曜日 10：00～11：30   ※3/16 (金)は保育所行事のためお休み 

浜御影保育所 (821-9571) 「園庭開放」 毎週月曜日 10：00～11：30 ※3/5 (月)まで  12・19・26 (月)はお休み  

御影保育所 （811-3780） 「みんなであそぼう！/体操や紙芝居を楽しもう」 3/14 (水） 10：30～  

「園庭開放」 3/7・28 (水) 10：00～11：10    

本山保育所 (451-0567) 「園庭開放」 毎週火・水・木曜日 10：00～11：30 ※3/15 (木)まで 持物…水筒・帽子   

岡本ハーベスト保育園 （413-0415） 「ひなまつり会」 3/2 (金) 10：00～11：00 頃 

※変更の場合あり 

★1～2 歳児親子 
受付 2/26 (月) 

10：00～ 

土日祝日を除く 

「お話会｣ 3/7 (水) 10：00～10：30 

「リトミック｣ 3/9 (金) 10：00～10：30 ★2 歳児親子 動きやすい服装 

（スカート、タイツ不可） 

「ホール開放」 3/1・8・15 (木) 10：00～11：30 ★0～2 歳児親子  持物…靴・靴下・帽子等 

甲南山手保育園 （441-0003） 「絵本っておもしろい/絵本マイスターの読み聞かせ」 3/1 (木) 10：00～11：00 ★15 組 2 歳～未就学児親子   

受付 2/13 (火)～ 土日祝除く 

「交通安全教室」 3/8 (木) 10：00～11：30     ※動きやすい服装 ★5 組 2 歳～未就学児親子   

受付 2/19 (月)～ 土日祝除く 

「助産師とベビーマッサージ」 3/19 (月) 10：00～11：00 

※持物…バスタオル 1 枚・母子手帳・お子様に必要なもの 

★8 組 1 か月健診後～6 か月の親子  

受付 2/26 (月)～ 13：00～17：00 土日祝除く 

神戸住吉保育園 （858-6080） 「ひな人形作り/園庭開放」 3/8 (木) 10：00～11：00 5 歳児未満親子 

「足型アート♡思い出作り/園庭開放」 3/15 (木) 10：00～11：00 ★10 組 5 歳児未満親子 

「教えて栄養士さん、管理栄養士が悩みに答えます！/園庭開放」  

3/22 (木) 10：00～11：00 

5 歳児未満親子 

親和保育園 （846-4701） 「ホール開放」 第 2・4 水曜日 10：00～11：30 3 歳位までの親子  
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  

住吉むつみ保育園 （843-6230） 「ひなまつり」 3/2 (金) 10：00～11：30  ★20 組 0 歳児～およそ 3 歳児の親子  

受付 2/26 (月)～ 13：00～16：00 

持物…水筒 ｢親子で一緒に！！（体育遊び）｣ 3/8 (木) 9：45～11：00  ★20 組 1 歳児～およそ 3 歳児の親子 

受付 2/28 (水)～ 13：00～16：00 

「園庭開放」 毎週月曜日 10：00～11：30  （雨天時むつみルーム開放） 0 歳児～およそ 3 歳児までの親子  

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） 「おはなしの会」 3/19 (月) 9：55～10：50    

※雨天時は読み聞かせのみ、絵本の読み聞かせの後、希望者は園庭で遊びましょう 

★  ※園庭で遊ぶ方の持物…水筒・帽子 

※読み聞かせのみの参加も可 

「園庭開放」 3/1 (木)・9 (金)・26 (月)・28 (水) 10：00～11：00  （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/園庭であそぼう」 毎週火曜日 10：15～11：00   ※持物…水筒 ★15 組  1～3 歳までの親子   

※詳しくはよい子ネットをご覧下さい 

小規模保育 

 キッズクラブ本山南 （411-1060） 

「ころころねんね/ヨガレッチ＆親子制作、ママカフェタイム」  

3/16 (金) 10：00～11：00 頃 

★10 組 6 か月～ハイハイ、ヨチヨチの親子 

持物…水分補給  参加費 300 円  受付 3/1 (木) 9：00～

認定こども園 

 あおい宙（441-2444） 

「おひさまひろば/おはなしぽけっと」 3/1 (木) 10：00～11：30 
★15 組 未就園児親子 

受付 2/26 (月)～ 

10：00～17：00 「   〃   /自由遊び・保育教諭出し物」 3/8 (木) 10：00～11：30  

「みんなであそぼう/園庭開放」 3/7・14 (水) 10：00～11：00 未就園児親子 

「あおいそらひろば/園内、園庭開放」 毎週月曜日 10：00～11：30  0～1 歳までの親子 

幼保連携型認定こども園 

石屋川くるみ保育園（842-4152) 

「3 月お誕生日会」 3/7 (水) 10：15～11：00 

★ 「保育体験/プレパパ・ママ体験」 3/17・31 (土) 10：00～11：00 

「子育て相談/保育園見学」 毎週木曜日 10：00～11：00 

認定こども園 

 魚崎 COCORO（858-5561） 

「ふれあい遊び」 3/20 (火） 9：45～10：30 ★おおむね 2 歳～就学前親子  ※しっかり歩けるお子様 

持物…水筒・オムツ等   受付 1/9 (火) 10：00～ 「親子体操」 3/28 (水） 9：45～10：30 

「園庭開放」 毎週月～金曜日 10：00～お昼頃まで ※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  

見学説明 10：00～  

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」 3/1 (木) 10：00～11：00 持物…身体測定カード・靴袋  ※遅れずにお越し下さい 

「親子であそぼう～運動遊び～」 3/8 ・22(木) 10：00～11：00 

※親子共動きやすい服装 運動中は裸足で参加 

★10 組 1 歳 3 か月～の親子  

持物…水分補給・汗拭きタオル・靴袋 
受付 

3/1 (木) 11：30～ 
「ベビーマッサージ/オイルを使用してのマッサージ」 3/15 (木) 10：00～11：00 

 

★8 組 2 か月～ハイハイの親子  

持物…バスタオル 1 枚・靴袋 

水分補給   

「園庭開放」 3/3・10・17 (土) 14：00～15：00   （雨天中止） ※１階園庭を開放しています 

平成 30 年 3 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＞ 



 

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/年長児さんとあそぼう」 3/27 (火) 10：30～11：30 ★15 組 未就園児親子  持物…水筒   

受付 3/1 (木) 9：00～ 

「ぴよぴよクラブ/ホールでのびのびゆったり遊びましょう」  

3/14・28 (水) 10：30～12：00 

２か月～１歳６か月の親子 持物…水筒 

「園庭開放」 3/6・13 (火) 10：30～11：30   （雨天中止） 未就園児親子 

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/園庭あそび」 3/7・14 (水) 9：30～10：15 ※持物…水分補給 

汚れても良い 

動きやすい服装 

★生後 6 か月～1 歳 3 か月親子 電話受付 

3/1 (木) 10：00～ 「さくらんぼくらぶ/園庭あそび」 3/7・14 (水) 10：30～11：30 ★1 歳 4 か月～3 歳 6 か月親子 

「土曜さくらんぼくらぶ」 3/3・10 (土) 10：00～11：00 主に 1～3 歳親子  

幼保連携型認定こども園 

 甲南こども園（441-8345） 

「おひなさま作り/園庭開放」 3/1 (木） 9：30～11：30 ★15 組  

1 歳～就学前までの親子 

持物…水筒・運動靴・外靴入れ 

電話受付 

2/21 (水) 10：00～ 

「大型遊具であそぼう！（お父さんと一緒に体を動かして遊びましょう）/園庭開放」 

3/10 (土) 10：00～11：30 ※お母さんも可 

｢親子ふれあい遊び/園庭開放｣ 3/20 (火） 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） 

「もじかず遊び」 3/5 (月) 10：30～11：00 

★10 組 0～5 歳までの親子 
「体育遊び」 3/6 (火) 10：30～11：00 

「音楽遊び」 3/22 (木） 10：30～11：00 

「英語遊び」 3/23 (金) 10：30～11：00 

「園庭開放」 3/9 (金)・12・19・26 (月) 10：30～11：30 持物…帽子・水筒 

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 10：00～11：30 

※月曜日は園庭のみ 水曜日は園庭・室内（10：00～11：00）ともに可  
0～2 歳までの親子  

幼保連携型認定こども園 

聖ニコラス天使園（412-6080） 

「親子ヨガ」 3/3 (土) 10：00～11：30 ★2 歳～就学前の親子   

持物…水筒・ヨガマットかバスタオル 

幼保連携型認定こども園 

 第２きらり保育園（411-2003） 

「お店屋さんごっこあそび」 3/10 (土) 10：00～11：00 ※プログラム 30 分後 

園庭開放 
★10 組 1～3 歳親子 

電話受付 

3/1 (木) 10：00～ 

「えいごであそぼ」 3/24 (土） 10：00～11：00  

「0 歳親子の会」 3/24 (土） 10：40～11：20    ★10 組 0 歳親子・プレママ 

「園庭開放」 3/15 (木) 10：00～11：00    （雨天中止） ★10 組 １～3 歳親子 

幼保連携型認定こども園 

同朋住吉台こども園（846-6011） 

「ひな祭り会に参加しよう」 3/2 (金) 10：00～11：00 
0～5 歳児親子  ※インターホンを鳴らして下さい 

「園庭開放」 毎週火曜日 9：30～11：00 

光の子認定こども園（857-1577） 「園庭開放」 毎週金曜日 10：00～11：30 未就園児親子 

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」 3/7 (水) 10：00～11：00   ※持物…水筒・バスタオル・靴袋 ★25 組 1 歳未満親子  2 階遊戯室で 

行います 

受付 2/22 (木)～ 

「   〃    」 3/28 (水) 10：00～11：00   

持物… 

水筒・靴袋 

★25 組 歩行している 1 歳以上親子 

「親子体操」 3/12 (月) 10：00～11：00      ★20 組 1 歳 6 か月以上親子 

「おおきくなったかな？」 3/26 (月) 10：00～11：00  

※雨天時、寒い時は 2 階遊戯室 

★未就園児親子  受付 2/22 (木)～ 

「園庭開放」 毎週火曜日 15：00～16：00   （雨天中止） 未就園児親子 持物…水筒 

※西側園庭を通って南園庭に入って下さい 「  〃   」 毎週土曜日 15：00～16：00   ※3/17・31 (土)は行事のため中止 

幼保連携型認定こども園 

モーツァルトこども園（431-3111） 

「ひなまつり誕生会」 3/2 (金) 10：20～10：50 
★3 組 就学前までの親子 

「園庭開放」 3/13・20・27 (火)・15・22・29 (木) 10：00～11：00 

幼保連携型認定こども園 

本山北町あすのこども園(441-1905) 

「あすのひろば/保育室で遊ぼう」 3/1 (木)・6・13 (火) 10：00～10：30 ★10 組程度 0～2 歳未就園児親子  

※実施日の 10 日前から前日までに予約の連絡を 

入れて下さい 

「   〃    /園庭で遊ぼう」 3/15・22 (木)・23 (金) 10：00～11：30   

※持物…水筒・帽子・着替え 

幼保連携型認定こども園  

夢       （858-9614） 

「お別れ会」 3/10 (土） 10：00～11：00 受付 9：30～ ★15 組 1～3 歳までの親子 
持物…水筒・着替え 

「園庭開放」 毎週火・木曜日 10：00～11：00  ※当日の朝までに電話して下さい ★1～3 歳までの親子  

認定こども園 

夢の星幼稚園（857-3166） 

「お遊び会/自由あそび・体操・設定保育・外あそび」 毎週水曜日 10：00～12：00 

※3/14 (水) 最終日 

持物…上靴・お手拭  参加費 300 円 
行事前や 

午前中 

保育日は除く 
「園庭開放」 3/6・13 (火) 10：00～12：00 

           3/2 (金) 14：00～16：00 

0～3 歳児親子 

0～5 歳児親子 

魚崎幼稚園 （411-9647） 「みんなの幼稚園/クレパスで遊ぼう（ひな人形を作ろう）」  

3/2 (金) 10：30～11：30  受付 10：15～10：30 １歳～未就園児親子 

持物…上靴・水筒 

※日時や内容については 

変更になる場合があります 

幼稚園の HP や掲示板を 

ご覧下さい 

「     〃     /親子ふれあい遊び」  

3/9 (金) 10：30～11：30  受付 10：15～10：30 

住吉幼稚園 （851-6650） 「みんなの幼稚園」 週 1 回、不定期で実施 10：30～11：45  受付 10：30～10：45 

※動きやすく汚れても良い服 親子共、すべりにくい上靴 

※詳しくは幼稚園の HP や掲示板をご覧下さい 

東灘のぞみ幼稚園 （411-0667） 「みんなの幼稚園、ひまわりクラブ/親子ふれあい遊び・季節の製作・体操・ 

絵本など」                3/8 (木) 14：15～15：30  受付 14：00～14：15 

未就園児親子 持物…上靴・帽子・水筒 

H25．4．2～H26．4．1 生のお子様のみひまわりクラブを 

行います 

「子育てサークル/のぞみげんキッズ」 3/5 (月) 14：30～15：30 

※就園前の乳幼児とお家の方が集まって一緒に遊ぶ自主サークルです 

未就園児 持物…上靴・帽子・水筒 

「幼児のひろば/園庭開放」 毎週水・金曜日 14：00～16：00 

 

小学２年生まで（小学生以外は保護者が付添いのこと） 

※行事により中止の場合あり 

御影幼稚園 （851-2030） 「おひさまクラブ」 3/2・9 (金) 9：45～10：15  受付 9：00～   

※9：00～9：45 園庭開放 

3 歳児親子 持物…水筒・上靴・上靴袋 

遊喜幼稚園 （851-8512） 「みんなの幼稚園/園庭開放」  3/5 (月) 10：30～11：45   受付 10：30～10：40 未就園児 持物…上靴・水筒   

※詳細はポスター、HP をご覧下さい 「子育てサークル“ゆうきっず”」 3/7 (水) 10：00～11：45   

星の園幼稚園 （811-5559） 「つぼみ組/親子でパラバルーン！ふれあい遊び」             

 3/8 (木） 10：00～11：00 

2 歳のお誕生日を迎えた未就園児の親子   

持物…上靴・水筒 

    


