
実施園・場所 電話番号 実施日 曜日 時　　間  内　　　容

あいしゅう幼稚園 41-1943 24日 水曜日 午前10時30分～11時30分 砂場であそぼう　定員10名　随時電話予約

9日 火曜日 午前10時15分～11時15分 園庭開放・育児相談（雨天時は室内）　予約不要

16日 火曜日 午前10時15分～11時15分 園庭開放・育児相談（雨天時は室内）　予約不要

23日 火曜日 午前10時15分～11時15分
親子教室/絵本を楽しもう（対象未就学園児（保護者同伴））
4月1日（土曜日）午前10時からWEB受付(ホームページより)　定員10名　参加費無料

16日 火曜日 午前10時30分～11時45分
英語のせんせいとあそぼう！！＆園庭であそぼう！！
＜定員20組＞※随時HPネット申込み・電話予約受付中！

25日 木曜日 午前10時30分～11時45分
犬のはななちゃんとあそぼう！！
＜定員20組＞※随時HPネット申込み・電話予約受付中！

29日 月曜日 午前10時30分～11時45分
園見学ツアー＆ようちえん説明会に参加しよう！！
＜定員25組＞※随時HPネット申込み・電話予約受付中！

11日 木曜日 午前10時～11時
親子でふれあいあそびを楽しみましょう。　要電話予約（定員10名）
育児相談、身長・体重測定もしています。

25日 木曜日 午前10時～11時 園庭開放（雨天中止）　要電話予約（定員10名）

和泉緑ケ丘幼稚園 53-1261 16日 火曜日 午前10時30分～11時30分
園庭開放　大人の方はコロナウイルスの状況によってマスクの着用をお願いすることがあるかもしれま
せんので、念のためマスクをご持参ください。お子さま、保護者ともに来園前に検温をお願いします。

8日 月曜日 午前10時30分～11時30分
園見学ＤＡＹ　家庭・育児相談、大きくなったかな？身体測定　随時電話受付（要予約）
※保護者の方のご参加はお一人でお願いします

30日 火曜日 午前10時30分～11時30分
ベビーマッサージ（講師：酢谷香織）、家庭・育児相談　（対象：2か月～10か月頃）
5月16日（火曜日）午前10時～電話受付　　　定員10組

19日

26日

22日

29日

23日

30日

17日 水曜日 午前10時～11時 新聞遊びを楽しもう！（1歳児～）5月8日（月曜日）午前10時～電話受付　定員10組

毎週 木曜日 午前10時～11時 園庭開放　雨天の場合・・・まゆみっこライブラリー（絵本コーナーを設置します）

11日 木曜日 午前10時～11時 青空ほいく　＊雨天中止　場所：いぶき野4号公園

17日 水曜日 午前10時30分～11時30分 園庭開放　＊雨天中止　直接、園にお越しください

25日 木曜日 午前10時30分～11時30分
育児講座「わらべうたで触れ合いあそび」(対象1歳半未満)
5月8日(月曜日)午前10時～電話受付　定員10組

10日 水曜日 午前10時30分～正午 園庭開放（予約不要）　※雨天中止＝ホームページにてお知らせします。　　　　

27日 土曜日 午前10時30分～正午 園庭開放（予約不要）　※雨天中止＝ホームページにてお知らせします。　　　　

22日 月曜日 午後1時～3時
キンダーカウンセリング　※臨床心理士が子育ての相談をお受けします。
要電話予約　定員2組

10日

24日

26日 金曜日 午前10時～11時30分 ピカチュウバスで出かけよう（対象　未就学児）　5月12日（金曜日）午前10時～電話受付　定員5組

信太保育園　
 46-0471 26日 金曜日 午前10時～11時30分
こんなことできるかな？　あかちゃんの運動あそび
（対象6か月～2歳）定員5名　要予約（1か月前より可能）

9日 火曜日 午後1時30分～2時 みんなあつまれ(こどもの日のお話)(雨天中止) 5月2日（火曜日）午後1時30分～電話受付　定員5名

12日 金曜日 午前10時30分～11時30分 園庭開放(予約不要・雨天中止)

17日 水曜日 午前10時30分～11時30分 ふれあいひろば(新聞紙遊び) 5月10日(水曜日)午前10時30分～電話受付 定員5名

25日 木曜日 午前10時30分～11時30分 園庭開放(予約不要・雨天中止)

9日 火曜日 午後1時30時分～2時 みんなあつまれ(こどもの日のお話)(雨天中止) 5月2日（火曜日）午後1時30分～電話受付　定員5名

12日 金曜日 午前10時30分～11時30分 園庭開放(予約不要・雨天中止)

17日 水曜日 午前10時30分～11時30分 ふれあいひろば(新聞紙遊び) 5月10日(水曜日)午前10時30分～電話受付 定員5名

25日 木曜日 午前10時30分～11時30分 園庭開放(予約不要・雨天中止)

新光明池幼稚園 55-2199 30日 火曜日 午前10時30分～11時30分
・大きくなったかな？身体測定　・手形足形アートをしよう（0歳児さんも大歓迎）
5月23日（火曜日）午前10時～電話受付　定員10組　持ち物は予約時にお尋ねください

15日 月曜日 午前10時30分～11時30分 園庭開放（雨天中止）

25日 木曜日 午前10時30分～11時30分
音の鳴る楽器を作って遊ぼう
5月9日（火曜日）午前10時～電話受付　定員5組

10日 水曜日 午前10時30分～11時30分 園庭開放（雨天中止）

17日 水曜日 午前10時30分～11時30分
ベビーマッサージ＆育児相談　　要予約：5月11日（木曜日）午前10時30分～電話受付（定員5組）
対象：生後2か月～1歳未満のお子様（予防接種後24時間以内の参加はお控えください。）
持ち物：バスタオル1枚、お出かけセット、お気に入りのおもちゃなど

24日 水曜日 午前10時30分～11時30分 園庭開放＆身体測定　（雨天中止）

10日 水曜日 午前10時30分～11時30分 園庭開放　身体測定　看護師による育児相談（雨天中止）

17日 水曜日 午前10時30分～11時30分
リトミック　音楽あそび＆園庭開放　定員10組　☎予約5月8日（月曜日）午前10時30分～
☎0725-45-2181　持ち物　上靴

24日 水曜日 午前10時30分～11時30分

①園庭開放（雨天中止）予約不要
②ベビーマッサージ　要予約　定員5組　（対象　満2か月～1歳6か月まで）☎予約5月15日（月曜日）午
前10時30分～持ち物　バスタオル・ベビーオイル・お出かけセット・お気に入りのおもちゃ1つ・飲み物
※予防接種後は24時間経過している事

31日 水曜日 午前10時30分～11時30分 園庭開放　雲のお城（エアートランポリン）で遊ぼう

10日 水曜日 午前10時～11時 園庭開放(身体を動かしてあそぼう）・・・雨天中止

24日 水曜日 午前10時～11時 出前保育（シャボン玉であそぼう）・・・寺門4号公園(雨天中止）

午前10時～11時30分
午後1時～4時

クレアール保育園 55-8355

41-1385さいわいこども園

いぶきの PreSchool 50-4000

金曜日

月曜日

火曜日

44-0055 

すいせん府中保育園 44-0033

Ｋｉｄｓまゆみ 45-9815

41-2996

光明台幼稚園 56-2661

５月育児教室・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。

☆　新型コロナウィルス感染拡大防止のため内容変更、検温等ご協力いただくことがあります。　☆

《認定こども園》

ベビーマッサージとママもアロマで癒しを！　　対象3か月～1歳まで　　無料・要予約
育児相談（本園看護師や保育、育児経験豊かな先生が対応します。気軽にお声がけを
園庭開放午後12時10分まで

午前11時～11時40分

和泉中央みのり園 56-2300

池上わかばこども園 41-1441

和泉チャイルド幼稚園

 
＊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・保健センター等
    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。(99-8164）
 ☆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
 ☆アプリ　　　　　　:  いずまる→イベント

41-3337てらかど保育園

たつのおか保育園 57-2227

45-2181

鶴山台国際幼稚園 43-1888

先生と遊ぼう　（23日　サーキット遊び）（30日　ボール遊び　）
（共通　和太鼓で遊ぼう！）　　対象1歳～3歳　無料・要予約
育児相談（本園看護師や保育、育児経験豊かな先生が対応します。気軽にお声がけを）園庭開放正
午まで

午前10時～10時50分

鶴山台明徳幼稚園

園庭開放（園舎建設のため場所が変更になる事があります。）

上代幼稚園 41-2153

さくらクラス　保育を体験しよう（22日　サーキット遊び）（29日　ボール遊び）
（共通　絵本の読み聞かせ・和太鼓で遊ぼう！）　　　対象　1歳～3歳　　無料・要予約
育児相談（本園看護師や保育、育児経験豊かな先生が対応します。気軽にお声がけを）園庭開放正
午まで

午前10時～10時40分

水曜日

すいせん保育園



実施園・場所 電話番号 実施日 曜日 時　　　間 内　　　容

《認定こども園 》

8日 月曜日 午前10時～11時 園庭開放　(雨天中止)

22日 月曜日 午前10時～11時 園庭開放　(雨天中止)

ひかり Green  Well 56-2002 11日 木曜日 午前10時30分～11時30分
室内運動遊び・育児相談（未就園児対象）
5月2日（火曜日）午前10時～電話受付　定員10組

毎週 月・木･金 午前10時～11時30分
親子教室バンビ組（要予約、有料、対象 未就園児）。開催日や詳細、ご予約方法は園
ホームページをご覧下さい。

9日 火曜日 午前10時15分～11時30分
園庭開放「園庭遊び＆玉入れで遊ぼう」（予約不要、雨天中止）。園見学は随時おこなっ
ていますので、来園前にご連絡下さい。

16日 火曜日 午前10時15分～11時30分
園庭開放「園庭遊び＆大玉転がしをしよう」（予約不要、雨天中止）。園見学は随時おこ
なっていますので、来園前にご連絡下さい。

23日 火曜日 午前10時15分～11時30分
園庭開放「園庭遊び＆パラバルーン遊び」（予約不要、雨天中止）。園見学は随時おこ
なっていますので、来園前にご連絡下さい。

30日 火曜日 午前10時15分～11時30分 園庭開放「園庭遊び＆園見学＆サーキット遊び」（予約不要、雨天中止）。

8日 月曜日 午前10時～11時30分 園庭開放（雨天中止）

15日 月曜日 午前10時～11時30分
園バスに乗って川へ行こう　雨天中止（コロナ感染状況により変更あり）
5月8日（月曜日）午前10時～電話予約　対象2歳以上　定員5組

和泉カトリック幼稚園 43-0807 11日 木曜日 午前10時～11時30分 園庭で　シャボン玉とお砂場遊びを楽しもう（定員10名）

和泉幼稚園 45-0555 16日 火曜日 午前10時30分～11時20分 「親子でリトミック」（対象2歳児）5月9日（火曜日）午前10時30分～電話受付　定員15名

聖ケ岡幼稚園 41-0813 20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

ひばり幼稚園 41-4535 日程未定

10日 水曜日 午前10時～11時 園庭あそびをしよう！5月8日（月曜日）午前10時より要予約　定員3名

17日 水曜日 午前10時～11時 ベビーマッサージ・絵本遊びをしよう！5月8日（月曜日）午前10時より要予約　定員3名

みのり小規模保育園 57-8600 31日 水曜日 午前10時～11時 室内あそび（風船やボールを使って遊ぼう！）※要予約　※水分補給の用意

●育児教室 

北松尾幼稚園 54-2066

国府幼稚園 41-0788

●園庭開放 

北松尾幼稚園 54-2066

国府幼稚園 41-0788

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

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

●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

12日

19日

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

公民合同(さいわい・くすのき共催）

9日 【青空保育】フープあそび(対象　未就学児)　雨天中止

23日 【青空保育】しゃぼん玉(対象　未就学児)　雨天中止

くすのき保育園 17日 水曜日 午前10時～11時30分 つくってあそぼう（対象　未就学児）　要予約（人数制限あり、当日予約可）

砂場で遊ぼう　　要予約　（人数制限あり・当日参加はご相談ください）水曜日

園庭開放　（雨天中止）

園庭開放　（雨天中止）

午前10時～11時30分

金曜日

《公立保育園 》

園庭遊び（砂場や三輪車で遊ぼう）・育児相談
要予約（人数制限あり・当日参加はご相談ください）

月曜日

午前10時～11時30分

園庭開放　（雨天室内）

火曜日 午前11時～11時30分

90-6788

午前10時～11時

●育児教室 

園庭開放　（雨天中止）

9日

53-3004

５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。

☆　新型コロナウィルス感染拡大防止のため内容変更、検温等ご協力いただくことがあります。　☆

《私立幼稚園 》

《公立幼稚園 》

《民間保育園 》

 
＊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・保健センター等
    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。(99-8164）
 ☆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
 ☆アプリ　　　　　　:  いずまる→イベント

くすのき保育園 44-9170
午前10時～11時30分
午後1時～4時

22日

双百合幼稚園 54-1770

みなまつ保育園

放光池1号公園
44-9170

23日

はつがの国際こども園

午前10時～11時30分

月曜日

22日

火曜日

横山きのみこども園 90-2501

午前10時～11時10日

火曜日


