10月の育児教室・園庭開放
対象は未就園児です｡内容を御確認の上、ご参加ください。
講師等の変更や、保険代等が必要な場合もあります。※問い合わせは各園に。
ホームページにも掲載。(99-8164)
実施園・場所
《認定こども園》

電話番号 実施日 曜日

あいしゅう幼稚園

41-1943 30日 水曜日 午前11時～正午

園庭開放 定員10名

41-1441 29日 火曜日 午前10時～11時30分

ミニ運動会・身体測定
10月1日(火曜日)午前10時～WEB受付（ホームページから） 定員10名

池上わかばこども園

和泉チャイルド幼稚園 41-2996

和泉中央みのり園

56-2300

いぶきの PreSchool

50-4000

時

17日 木曜日 午前10時30分～正午
31日 木曜日 午前10時30分～正午
9日 水曜日 午前10時～11時
7日 月曜日
28日 月曜日

41-2153

午前１０時３０分～１１時３０分

17日 木曜日 午前10時～10時40分
19日 土曜日 午前10時～10時40分
19日 土曜日 午前11時～11時40分

Ｋｉｄｓまゆみ

クレアール保育園

45-9815

1日 火曜日 午前10時～11時30分

さいわいこども園

出前保育(雨天中止) いぶき野4号公園 ハロウィンのキャンディバックを作ろう

園庭開放(雨天中止)＝ホームページ（PC版）にてお知らせします。

22日 火曜日 午後1時～3時

キンダーカウンセリング ※臨床心理士の先生が子育ての相談をお受けします。10月
16日（水曜日）～18日（金曜日）午前10時30分～電話予約 定員3組

9日
午前10時～11時30分
水曜日
午後1時～4時
23日
41-1385 16日 水曜日 午前10時～11時30分

46-0471 19日 土曜日 午前11時前後
28日

新光明池幼稚園
たつのおか保育園

てらかど保育園

10日
44-0055 18日
24日
55-2199 29日
9日
57-2227
30日
41-3337

はつがの国際こども園 90-6788

ひかり Green Well

横山きのみ保育園

56-2002

90-2501

園庭開放(雨天中止) 体操や大型絵本もするよ
赤ちゃん広場(対象1歳未満のお子様と保護者・プレママ可) 10月10日(木曜日)
午前10時～電話受付 定員20組 ＊オリジナルダイアリーをプレゼント
治療院の先生による骨盤矯正・家でも出来るママの骨盤ひきしめ体操第２弾
対象未就園児の保護者 10月2日(水曜日）午前10時～電話受付 定員10組

19日 土曜日 午前10時30分～正午

15日 火曜日 午前10時～11時30分

すいせん保育園

ベビーヨガ（対象：5ヶ月～1歳ころ）・育児相談 10月15日（火曜日）午前10時～電話受
付 定員10組
育児相談・ベビーマッサージ(対象３か月～１歳)申込締切10月9日(水曜日)
オイル代５００円
育児相談・だんじりごっこと和太鼓も！(対象２歳)申込締切10月11日(金曜日)
園庭開放(運動場にて)午前１１時３０分まで
育児相談・だんじりごっこと和太鼓も！(対象２歳)申込締切10月15日(火曜日)
園庭開放(運動場にて)午前11時30分まで
育児相談・ベビーマッサージ(対象３か月～１歳)申込締切10月15日(火曜日)
オイル代５００円
子どもの歯について －歯科医の講演会と歯科衛生士による歯みがき指導－
9月24日（火曜日）午前10時～電話受付 定員20名

7日 月曜日 午前10時～11時
16日 水曜日 午前10時～11時30分

30日 水曜日 午前10時～11時30分

信太保育園

どんぐりマラカスをつくろう！！（※要電話予約）
ミニ運動会を楽しみましょう。
動きやすい服で参加ください。水筒のご用意も忘れずに。

園庭開放

58-1555 17日 木曜日 午前10時～11時30分

56-2661

にじのとしょかんの佐藤さんによる読み聞かせをきこう！！（※要電話予約）

毎週 木曜日 午前10時～11時

24日 木曜日 午前10時～11時
光明台幼稚園

容

午前１０時３０分～１１時３０分 園見学Day・大きくなったかな？身体測定、育児相談

15日 火曜日 午前11時～11時40分
上代幼稚園

内

間

園庭開放（感染症が出た場合は中止になる事があります）
お店屋さんごっこ
ピカチュウバスで出かけよう『家原大池公園』
10月7日（月曜日）午前10時～電話受付 定員10組20名
赤ちゃん、ハイハイよちよち遊び（参加賞あり）9月17日（火曜日）午前10時～受付 定
員10組

運動会 参加賞あり

焼き芋大会 みんなで焼き芋を食べよう 9月30日（月曜日）午前10時～受付 定員20
月曜日 午前10時～11時30分
組
ふれあいひろば（子どもだんじり曳き） 10月3日（木曜日）午前10時30分～電話受付
木曜日 午前10時30分～11時30分 定員10組

金曜日 午後1時30分～2時

みんなあつまれ（ペープサートを見よう）（雨天中止）

木曜日 午前10時30分～11時30分 園庭開放（雨天中止）

火曜日 午前10時30分～11時30分 朗読家による読み聞かせ 10月23日（水曜日）午前10時～電話受付開始 定員15名
水曜日 午前10時30分～11時30分 園庭開放（雨天中止）
ハロウィンおやつ試食体験（卵・乳 除去食）

水曜日 午前10時30分～11時30分 10月8日（火曜日）午前10時～電話受付 定員6組（プレママ可）
小運動会（水分などお持ちください） 雨天中止
9日 水曜日 午前10時～11時

23日 水曜日 午前10時～11時
3日 木曜日 午前10時～１0時45分

出前保育(ハロウィンごっこ） 寺門4号公園(雨天中止）
親子クッキング 持ち物：三角巾・エプロン・手拭きタオル・スリッパ・上靴
対象2歳以上 定員6名 9月26日（木曜日）午前10時～電話受付

園庭開放（雨天中止）
28日 月曜日 午前10時～11時
10日 木曜日 午前10時30分～11時30分 ミニ運動会・育児相談 10月3日（木曜日）午前10時～電話受付 定員10組
ハロウィンを楽しもう・育児相談 10月10日（木曜日）午前10時～電話受付 定員10組
17日 木曜日 午前10時30分～正午
第１,２,４

木曜日 午前10分～11時

平日

正午～午後 1時

出前保育 光明台自治会館前（雨天中止）
園庭開放

21日 月曜日 午前10時～11時30分

みかん山へ行こう（雨天中止）
10月15日（火曜日）午前10時～電話受付 対象2歳以上 定員10組

28日 月曜日 午前10時～11時30分

園庭開放（雨天中止）

＊この育児教室のチラシは、和泉市内各幼稚園・保育園・認定こども園・和泉市立図書館・人権文化センター・支援センター・保健センター・
和泉市立総合医療センター・和泉診療所はじめ市内医療機関何箇所かに置いておりますので、ご利用ください。
また、同じ内容をホームページでもご覧いただけますのでご利用ください。
☆ホームページ 和泉市役所→健康・福祉・教育→子育て・教育（保育園・幼稚園関係）→育児教室・園庭開放

10月の育児教室・園庭開放
対象は未就園児です｡内容を御確認の上、ご参加ください。
講師等の変更や、保険代等が必要な場合もあります。※問い合わせは各園に。
ホームページにも掲載。(99-8164）
実施園・場所
《私立幼稚園 》

電話番号 実施日

和泉カトリック幼稚園 43-0807

曜日

時

間

10日 木曜日 午前10時～11時30分

内
製作 絵本 リズム遊び

容

定員１０名

和泉緑ケ丘幼稚園

53-1261 25日 金曜日 午前10時30分～11時30分 園庭開放（雨天中止）

和泉幼稚園

45-0555 22日 火曜日 午前10時40分～11時30分 親子でリトミック（対象2歳児） 10月9日（水曜日）午前10時30分～電話受付 定員15名

鶴山台国際幼稚園

43-1888 28日 月曜日 午前10時30分～正午

にこにこらんど サーキット遊び 10・11月生まれのお誕生日会 English Fun
Time
10月21日（月曜日）午後1時～電話受付 参加費200円

子育て広場!!すくすく（対象3歳児） 親子ふれあい遊び、ハロウイン制作 10月3日(木曜
日)午前10時～電話受付 定員20名※お誕生月のお子様には誕生日カードをプレゼント
します。
子育て広場!!すくすく（対象1～2歳児）親子ふれあい遊び、ハロウイン制作 10月8日(火
15日 火曜日 午前10時30分～11時30分 曜日)午前10時～電話受付 定員15名※お誕生月のお子様には誕生日カードをプレゼ
ントします。

11日 金曜日 午前10時30分～正午
鶴山台明徳幼稚園

45-2181

19日 土曜日 午前10時～11時30分

園庭開放（雨天中止）

聖ケ岡幼稚園

41-0813

ひばり幼稚園

41-4535 29日 火曜日 午前10時～11時

双百合幼稚園

54-1770 29日 火曜日 午前10時15分～11時30分 秋を見つけに行こう

5日 土曜日 午前9時30分～11時30分 園庭開放・親子製作・遊び等
未就園児親子教室「うんとこしょ！どっこいしょ！」
（初回参加時のみ別途1,000円必要） 室内で開催

対象：2歳児

参加費1,500円

雨天中止

《民間保育園 》
みなまつ保育園

53-3004

みのり小規模保育園 57-8600

9日 水曜日 午前10時～11時

園庭開放（絵具遊びをしよう）10月4日（金曜日）午前10時～要予約。定員１０名

16日 水曜日 午前10時～11時

ベビーマッサージ！10月4日（金曜日）午前10時～要予約。定員１０名

16日 水曜日 午前10時～11時

園庭あそび

《公立幼稚園 》
●育児教室
北池田幼稚園

56-2737

北松尾幼稚園

54-2066

国府幼稚園

41-0788

伯太幼稚園

41-0799

21日 月曜日 午前10時～11時

うんどうかいごっこ

《公立保育園 》
●育児教室
芦部保育園

41-1297 25日 金曜日 午前10時～11時30分

和泉保育園

41-5811

北池田保育園

55-0569

北松尾保育園

54-0438

国府第一保育園

43-2626

国府第二保育園

44-7722

鶴山台第一保育園

44-1771

緑ケ丘保育園

54-2500

25日 金曜日
30日 水曜日

午前10時～11時30分

お散歩（水筒持参）
お散歩（水筒持参）
親子で保育体験 10月7日（月曜日）午前10時～電話受付

25日 金曜日 午前10時～11時30分

お散歩（水筒持参）

10日 木曜日 午前10時～11時30分

園庭開放（雨天中止）

定員各クラス2名

●園庭開放
芦部保育園

41-1297

和泉保育園

41-5811

北池田保育園

55-0569

北松尾保育園

54-0438

くすのき保育園

44-9170

国府第一保育園

43-2626

国府第二保育園

44-7722

鶴山台第一保育園

44-1771

緑ケ丘保育園

54-2500

4日

午前10時～11時30分
午後1時～4時

園庭開放（雨天室内）

10日 木曜日 午前10時～11時30分

園庭開放（雨天中止）

18日

金曜日

公民合同(さいわい・くすのき共催）
さいわいこども園
放光池1号公園

41-1385 16日 水曜日 午前10時～11時30分
15日
29日

火曜日 午前11時～11時30分

お店屋さんごっこ
青空保育（宝さがし）
青空保育（どんぐりであそぼう）

＊この育児教室のチラシは、和泉市内各幼稚園・保育園・認定こども園・和泉市立図書館・人権文化センター・支援センター・保健センター・
和泉市立総合医療センター・和泉診療所はじめ市内医療機関何箇所かに置いておりますので、ご利用ください。
また、同じ内容をホームページでもご覧いただけますのでご利用ください。
☆ホームページ 和泉市役所→健康・福祉・教育→子育て・教育（保育園・幼稚園関係）→育児教室・園庭開放

