11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 27日 水曜日 午前11時～正午

池上わかばこども園

41-1441

和泉チャイルド幼稚園 41-2996

和泉中央みのり園

56-2300

時

内

間

容

園庭開放 定員10名

14日 木曜日 午前10時～11時30分

園庭開放

26日 火曜日 午前10時～11時30分

ブロックであそぼう・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

移動動物園がやってくる！！（定員先着30組） ※10月24日（木曜日）午前10時～電話
6日 水曜日 午前11時30分～午後0時30分 受付開始
犬のはななちゃんとあそぼう！！ ※要電話予約
21日 木曜日 午前10時30分～正午

6日 水曜日 午前10時～11時

リトミックをします。親子で一緒にリズムを感じましょう。

11日 月曜日 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
いぶきの PreSchool

50-4000

移動動物園（対象：未就園児）雨天時室内遊び・育児相談 11月1日（金曜日）午前10

14日 木曜日 午前10時30分～11時30分 時～電話受付 定員12組
19日 火曜日 午前11時～11時40分
25日 月曜日 午前10時～10時40分

上代幼稚園

41-2153
30日 土曜日 午前10時～10時40分
30日 土曜日 午前11時～11時40分

Ｋｉｄｓまゆみ

45-9815

6日 水曜日 午前10時～11時
毎週 木曜日 午前10時～11時

育児相談・ベビーマッサージ(対象３か月～１歳) 申込締切１１月１４日(木曜日)
オイル代５００円
育児相談・折り紙制作と和太鼓も！(対象２歳) 申込締切１１月２０日(水曜日)
園庭開放(運動場にて)午前１１時３０分まで
育児相談・折り紙制作と和太鼓も！(対象２歳) 申込締切１１月２６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１１月２６日(火曜日)
オイル代５００円
親子でふれあい遊びを楽しもう！ 対象6ヶ月～2歳児
11月1日（金曜日）午前10時～電話受付 定員１０組

園庭開放

知育講座 知育玩具ってどんなおもちゃ？(対象1歳半以上)
8日 金曜日 午前10時30分～11時30分 10月18日(金曜日）午前10時～電話受付 定員10組

クレアール保育園

光明台幼稚園

58-1555 12日 火曜日 午前10時～11時

56-2661

園庭開放(雨天中止) しっぽ取りゲームを楽しもう！

12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。 11
月6日（水曜日）～11月8日（金曜日）午前10時30分～電話予約 定員3組

16日 土曜日 午前10時30分～正午

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。

13日
さいわいこども園

41-1385

27日

水曜日

午前10時～11時30分
午後1時～4時

22日 金曜日 午前10時～11時
8日 金曜日 午前10時～11時30分
信太保育園

出前保育(雨天中止) いぶき野4号公園 どんぐりころころを歌いましょう！

20日 水曜日 午前10時～11時30分

46-0471 15日 金曜日 午前10時～11時30分
25日 月曜日 午前10時～11時30分

園庭開放（感染症が出た場合は中止になる事があります）
ピカチュウバスで出かけよう『黒鳥山公園』
11月5日（火曜日）午前10時～電話受付 定員10組20名
赤ちゃん、ハイハイよちよちあそび（参加賞あり）10月８日（火曜日）午前10時～受付
定員10組

保育園の遊具で遊ぼう＆読み聞かせ 身体測定あり
子どものクリスマス製作＆豚汁を食べてホッコリ 10月25日（金曜日）午前１０時～受
付 定員10組

7日 木曜日 午前10時30分～11時30分 園庭開放（雨天中止）
ふれあいひろば（ボールハウス） 11月5日（火曜日）午前10時30分～電話受付 定員

すいせん保育園

44-0055

新光明池幼稚園

55-2199 13日 水曜日 午前10時30分～11時30分 園庭開放（シール遊び）雨天決行

たつのおか保育園

57-2227

てらかど保育園

41-3337

はつがの国際こども園

90-6788

12日 火曜日 午前10時30分～11時30分 10組
21日 木曜日 午前10時30分～11時30分 園庭開放（雨天中止）
13日 水曜日 午前10時30分～11時30分 園庭開放（雨天中止）

給食試食体験（卵・乳 除去食）

28日 木曜日 午前10時30分～11時30分 11月5日（火曜日）午前10時～電話受付 定員6組（プレママ可）
宝探しをしよう！ 雨天中止
13日 水曜日 午前10時～11時30分
27日 水曜日 午前10時～11時

出前保育（落ち葉あそび） 寺門4号公園（雨天中止）

11日 月曜日 午前10時～11時

園庭遊び（雨天中止）

22日 金曜日 午前10時～11時

クリスマスリースを作ろう 対象2歳以上 11月15日（金曜日）午前10時～電話受付 定員6名

7日 木曜日 午前10時30分～11時30分 キッドビクス・育児相談 11月1日（金曜日）午前10時～電話受付 定員10組
８，９，１０，１１，１２月生まれのお誕生日会

ひかり Green Well

56-2002

平日

正午～午後 1時

11日 月曜日 午前10時～11時30分
横山きのみ保育園

90-2501

11月６日（水曜日）午前10時～電話受

13日 水曜日 午前10時30分～11時30分 付 定員10組
第１,2,４ 木曜日 午前10時30分～11時
出前保育 光明台自治会館前（雨天中止）
園庭開放
園庭開放（雨天中止）

手作りアロマハンドクリームと看護師の話（スキンケアについて）
18日 月曜日 午前10時30分～11時30分 11月11日（月曜日）午前10時～電話受付 定員8組 材料費200円

＊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

11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

7 日 木曜日 午前10時～11時30分

内
製作 絵本

定員１０名

和泉緑ケ丘幼稚園

53-1261 14日 木曜日 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 23日 土曜日 午前10時～正午

鶴山台国際幼稚園

43-1888

鶴山台明徳幼稚園
聖ケ岡幼稚園
ひばり幼稚園

双百合幼稚園

45-2181

「作品展を見に行こう」（対象2歳児） 11月8日（金曜日）午前10時30分～電話受付 定員20名

実施予定なし

15日 金曜日 午前10時30分～正午

子育て広場!!すくすく（対象３歳児） 親子ふれあい遊び、園庭遊具遊び、１１月８日(金曜日)午前１
０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。

１9日 火曜日

子育て広場!!すくすく（対象１～２歳児） 親子ふれあい遊び、園庭遊具遊び、１１月１２日（火曜日）
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。

午前１０時３０分～１１時３０分

41-0813

実施予定なし

41-4535 19日 火曜日 午前10時～11時

未就園児親子教室「紅葉を見つけろ！！」
途1,000円必要） 室内で開催

54-1770

容

5日 火曜日 午前10時15分～11時30分 パラバルーンで遊ぼう
12日 火曜日 午前10時15分～11時30分 秋のスタンプラリー

雨天中止

19日 火曜日 午前10時15分～11時30分 裏山で遊ぼう

雨天中止

26日 火曜日 午前10時15分～11時30分 スタンプ遊び

雨天中止

対象：2歳児

参加費1,500円（初回参加時のみ別

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

13日 水曜日 午前10時～11時

園庭開放！（お散歩へ行こう！！）11月5日（火曜日）午前10時～要予約。定員１０名

20日 水曜日 午前10時～11時

ベビーマッサージ！！11月5日（火曜日）午前10時～要予約。定員１０名

21日 木曜日 午前10時～11時

絵本を楽しもう

8日

園庭開放（雨天中止）

《公立幼稚園 》
●園庭開放
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

金曜日 午前10時～11時

《公立保育園 》
●育児教室
芦部保育園

41-1297 11日 月曜日 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 11日 月曜日 午前10時～11時30分

身体をつかってあそぼう

栄養士の話と手作りおやつ

鶴山台第一保育園

44-1771 11日 月曜日 午前10時～11時30分

身体をつかってあそぼう

栄養士の話

緑ケ丘保育園

54-2500 11日 月曜日 午前10時～11時30分

身体をつかってあそぼう

11日 月曜日

午前10時～11時30分

身体をつかってあそぼう

看護師の話

身体をつかってあそぼう

●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

20日 水曜日 午前10時～11時30分

1日

園庭開放（雨天中止）

午前10時～11時30分
午後1時～4時

園庭開放（雨天室内）

20日 水曜日 午前10時～11時30分

園庭開放（雨天中止）

15日

金曜日

公民合同(さいわい・くすのき共催）
くすのき保育園
放光池1号公園

44-9170 20日 水曜日 午前10時～11時30分
12日
26日

火曜日 午前11時～11時30分

園児と遊ぼう「足の健康と靴」～足のサイズを測ってみよう～
青空保育（ままごと）
青空保育（おにごっこ・フープ）

＊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

