
●１月の保育園での子育て支援
【園庭開放】

富田林保育園
〔℡（23）3941〕

カンガルーだより

彼方保育園
〔℡（33）3943〕

おちかたランド

大伴保育園
〔℡（23）6579〕

らっこぐみだより

若葉保育園
〔℡（24）3308〕

こあらだより

金剛保育園
〔℡（29）1474〕

いるかだより

金剛東保育園
〔℡（29）1600〕

さといも

５（木）、１０（火）、１２（木）、１７（火）、１９（木）、２４（火）、
２６（木）、３１（火）
→定員５組、
電話予約は月～金曜日の午前１０時～午後４時
※１７（火）は身体計測を実施します。
※誕生月のお友だちにはお誕生日カードをお渡しします。

※市立保育園は午前９時３０分～１０時３０分（若葉保育園は午前１０時～１１時）、ともっち保育園・ふれんど保育園・葵
音つばさこども園・げんき桜こども園は午前１０時～１１時、みどり保育園は午前９時３０分～１０時３０分、Kotonaは２部
入れ替え制、くみの木こども園なかのは午前１０時～１１時、その他はいずれも午前９時３０分～１１時
※市立保育園では、月～土曜日に電話相談を実施しています（午前１０時～午後４時）

１０（火）、１２（木）、１７（火）、１９（木）、２４（火）、２６（木）、
３１（火）
→要予約。電話は月～金曜日の午後１時～午後４時
※３１（火）はとっぴー広場のお友だちで誕生会を実施します。

　（園庭にて親子で遊んだりすることができます。育児に関する質問もＯＫ。参加は
自由（※市立保育園は予約が必要）。雨天も実施。）

保育園〔電話〕
各園のお便り

（園名クリックで地図が
開きます）

開催日など

６（金）、１１（水）、１３（金）、１８（水）、２０（金）、２５（水）、
２７（金）
→定員５組程度、
電話予約は月～金曜日の午前９時３０分～午後５時
※誕生月のお友だちにはお誕生日カードをお渡しします。
※各日程の遊びの内容は「こあらだより」をご覧ください。

１７（火）、２４（火）、３１（火）
→定員５組、雨天中止、
電話予約は月～金曜日の午前９時３０分～午後５時
※３１（火）はとっぴー広場のお友だちで誕生会を実施します。

１１（水）、１６（月）、１８（水）、２３（月）、２５（水）、３０（月）
→定員５組、雨天中止、
電話予約は月～金曜日の午前１０時～午後３時
※２５（水）はとっぴー広場のお友だちで誕生会を実施します。

６（金）、１１（水）、１３（金）、１８（水）、２０（金）、２５（水）、
２７（金）
→定員１０組、
電話予約は、月～金曜日の午前１０時～午後４時
※２５（水）はとっぴー広場のお友だちで誕生会を実施します。
※各日程の遊びの内容は「いるかだより」をご覧ください。

http://www.city.tondabayashi.lg.jp/map/hoikuen-tondabayashi.html
https://ton-ton.jp/material/2/doc/kangaru_R501.pdf
http://www.city.tondabayashi.lg.jp/map/hoikuen-ochikata.html
https://ton-ton.jp/material/2/doc/otikataland_R501.pdf
http://www.city.tondabayashi.lg.jp/map/hoikuen-otomo.html
https://ton-ton.jp/material/2/doc/rakko_R501.pdf
http://www.city.tondabayashi.lg.jp/map/hoikuen-wakaba.html
https://ton-ton.jp/material/2/doc/koala_R501.pdf
http://www.city.tondabayashi.lg.jp/map/hoikuen-kongo.html
https://ton-ton.jp/material/2/doc/iruka_R501.pdf
http://www.city.tondabayashi.lg.jp/map/hoikuen-kongohigashi.html
https://ton-ton.jp/material/2/doc/satoimo_R501.pdf


葛城保育園
〔℡（29）9211〕

常徳保育園
〔℡（25）3561〕

ともっち保育園
〔℡（28）1584〕

ふれんど保育園
〔℡（26）3571〕

みどり保育園
〔℡（24）4190〕

なかよし

菊水保育園
〔℡（29）3837〕

宙保育園
[℡（70）7780]

Kotona
[℡（69）7507]

寺池台こども園
[℡（69）7752]

葵音つばさこども園
[℡（40）0283]

げんき桜こども園
[℡（68）7018]

くみの木こども園なかの

[℡（23）8827]

１７（火）
※申込の締め切りは１週間前までです。

１４（土）、２８（土）
※各日２部入れ替え制（午前１０時～１１時、１１時～１２時）

１２（木）、１６（月）、１９（木）、２３（月）
※１９（木）は誕生会を実施します。

２７（金）・・・午前９時５０分～１１時　誕生会

１２（木）

１０（火）・・・凧あげ

１１（水）、１８（水）、２５（水）
※１８（水）は誕生会を実施します。

３１（火）

１０（火）、２４（火）
※２４（火）は在園児と合同で誕生会を実施します。

１２（木）、１８（水）

２８（土）

１７（火）
※雨天中止（園庭のみの開放）

http://www.city.tondabayashi.lg.jp/map/hoikuen-katsuragi.html
http://www.city.tondabayashi.lg.jp/map/hoikuen-jotoku.html
http://www.city.tondabayashi.lg.jp/map/hoikuen-tomocchi.html
http://www.city.tondabayashi.lg.jp/map/hoikuen-friend.html
http://www.city.tondabayashi.lg.jp/map/hoikuen-midori.html
https://ton-ton.jp/material/2/doc/nakayoshi_R501.pdf
http://www.city.tondabayashi.lg.jp/map/hoikuen-kikusui.html
http://www.city.tondabayashi.lg.jp/map/hoikuen-sora.html
http://www.city.tondabayashi.lg.jp/map/kotona.html
http://www.city.tondabayashi.lg.jp/map/hoikuen-teraike.html
http://www.city.tondabayashi.lg.jp/map/riontsubasa.html
http://www.city.tondabayashi.lg.jp/map/sakuragenki.html
http://www.city.tondabayashi.lg.jp/map/kuminokinakano


金剛保育園
〔℡（29）1474〕

常徳保育園
〔℡（25）3561〕

ふれんど保育園
〔℡（26）3571〕

みどり保育園
〔℡（24）4190〕

Kotona
[℡（69）7507]

ミニ講座「手洗い指導」（園庭開放の中で実施）
とき：　１月１１日（水）、午前９時３０分～１０時３０分
定員：　１０組
申込：　随時

ミニ講座「栄養相談」（園庭開放の中で実施）
とき：　１月１８日（水）、午前９時３０分～１０時３０分
定員：　１０組
申込：　随時

凧あげ
とき：　１月１０日（火）、午前１０時～１１時
定員：　１０組
申込：　１月６日（金）～

【子育て講座】　各保育園へ要電話予約、申込先着順

ベビーマッサージ教室こっこ
とき：　１月１８日、２月１５日、３月１５日
　　　　　各午前１０時１５分～１１時１５分
定員：　１０組
申込：　キャンセル待ち
※年間通してのクラスになります。基本的に毎月第３水曜日に
開催。状況に応じて中止または変更する場合があります。

らくらく子育て講座（Web開催）
とき：　１月１０日（火）、午前１０時３０分～１２時
定員：　６組
申込：　１月４日（水）～９日（月）

ベビーマッサージ＆おままごと
とき：　１月１２日（木）、午前１０時～１１時
定員：　１０組
申込：　１月５日（木）～

英会話
とき：　２月８日（水）、午前９時３０分～１１時
定員：　１０組
申込：　１月２３日（月）～

コーナー遊び
とき：　２月９日（木）、午前１０時～１１時
定員：　１０組
申込：　２月２日（木）～

http://www.city.tondabayashi.lg.jp/map/hoikuen-teraike.html
http://www.city.tondabayashi.lg.jp/map/hoikuen-jotoku.html
http://www.city.tondabayashi.lg.jp/map/hoikuen-jotoku.html


葵音つばさこども園
[℡（40）0283]

みどり保育園
〔℡（24）4190〕

【年齢別コース】　

年齢別おはなし会（０歳児コース）
対象：　R３年４月２日生まれ～
とき：　１月１３日（金）　午前９時３０分～１０時３０分
定員：　１０組
申込：　不要

年齢別おはなし会（１歳児コース）
対象：　R２年４月２日～R３年４月１日生まれ
とき：　１月２０日（金）　午前９時３０分～１０時３０分
定員：　１０組
申込：　不要

親子教室
とき：　①１月１２日（木）　②２月２７日（月）、
　　　　　午前１０時～１１時
定員：　各２０組
対象：　２～５歳児までのお子様とその保護者
内容：　歌を歌ったり製作をして、親子で楽しく過ごす
申込：　①１２月１９日（月）～１月５日（木）
　　　　 ②１月１２日（木）～２月２０日（月）

子育てカフェ
とき：　①１月１６日（月）、　②２月８日（水）、
        　午前１０時～１１時
定員：　各５組
対象：　０～２歳児までのお子様とその保護者
内容：　日頃の子育てから離れて、ほっと一息しませんか？
         お子様は無料でお預かりします。
申込：　①１２月７日（水）～１月６日（金）
　　　　 ②１月１６日（月）～１月３０日（月）
参加費：　２００円（保護者飲食代）

赤ちゃん教室
とき：　①１月３０日（月）　②２月６日（月）、
　　　　午前１０時～１１時
定員：　各１０組
対象：　０～１歳児のお子様とその保護者
内容：　親子で触れ合い遊びを行い、楽しい時間を過ごす。
　　　　また、子育てを頑張るママたちの交流の場。
　　　　　（※身長・体重測定ができます。）
申込：　①１２月１４日（水）～１月２０日（金）
　　　　 ②１月１６日（月）～１月３０日（月）

詳細は、同園に

お尋ねください。



くみの木こども園なかの

[℡（23）8827]

開催なし
●子育て支援センターでの子育て支援

富貴の里保育園

梅の里こども園
〔℡（23）4555〕

すくすくクラス（０歳児）
対象：　R３年４月２日生まれ～
とき：　１月１３日（金）、午前１０時～１０時４５分
定員：　５組
申込：　１月５日（木）～
内容：　いっしょにあそぼう

　[℡（28）7364]

【園庭開放等】　

【地域開放事業】　

のびのびクラス（１歳児）
対象：　R２年４月２日～R３年４月１日生まれ
とき：　１月２０日（金）、午前１０時～１０時４５分
定員：　５組
申込：　１月５日（木）～
内容：　いっしょにあそぼう

わくわくクラス（２歳児）
対象：　R１年４月２日～R２年４月１日生まれ
とき：　１月２７日（金）、午前１０時～１０時４５分
定員：　５組
申込：　１月１３日（金）～
内容：　いっしょにあそぼう

※同センターでは、月～土曜日に電話相談を実施しています。
（富貴の里保育園は午前９時～午後５時、梅の里こども園は午前１０時～午後５時）

◇園庭開放　　就学前の子どもとその保護者
   　１６、２３、３０（月）　午前１０時３０分～正午
   　※雨天時は室内開放
　
◇室内開放　　就学前の子どもとその保護者
　＜午前 （午前１０時３０分～正午）＞
　　　１０、１７（火）
　＜午後 （午後１時３０分～３時）＞
　　　１３、２７（金）
※１７日の午前と２７日の午後に１月生まれのお友達の誕生
日会を開催します。みんなでお祝いしましょう！

◇さくらんぼ　　多胎児とその保護者　　※要予約
　　３１（火）　午前１０時～１１時３０分

◇室内・園庭開放
   毎週月・土曜日（２、９日除く）
　　　　午前１０時～１１時３０分

https://www.city.tondabayashi.lg.jp/map/hoikuen-hukinosato.html
https://www.city.tondabayashi.lg.jp/map/hoikuen-umenosato.html


【催し】

富貴の里保育園
[℡（28）7364]

梅の里こども園
〔℡（23）4555〕

◇あおぞら保育
　※桜井町児童公園に午前１０時３０分までに現地集合
　 とき　 ：　１月１１日（水）　午前１０時～１１時３０分
　 内容　：　手作りおもちゃ

◇講座　「人形劇」
　 とき　 ：　１月１９日（木）　午前１０時～１１時
　 対象　：　未就園児とその保護者
　 定員　：　１０組　　　※申込先着順
　 申込　：　１月６日（金）～１８日（水）

◇アラフォーママ＆プレママ集まれ！
　とき 　：　１月１３日（金）、午前１０時～１１時３０分
　対象　：　３５～４５歳までの母親とその子ども、または妊娠
中の人
　内容　：　参加者同士の交流会など
　定員　：　１０組
　申込　：　１月６日（金）～　　要電話予約

◇子育て講座「ふれあい体操」
　とき　：　１月２４日（火）、午前１０時～１１時３０分
　対象　：　２歳以上の子どもとその保護者
　定員　：　１３組
　申込　：　１月６日（金）午前９時３０分～申込先着順

※富貴の里保育園の申込受付時間が、７月から午前９時３０分～午後４時３
０分に変更になりました

◇みんなであそぼ
　とき 　：　１月２７日（金） 午前１０時３０分～１１時３０分
　内容　：　絵の具
　対象　：　就学前の子どもとその保護者
　定員　：　１３組
　申込　：　１月６日（金）午前９時３０分～　申込先着順



●幼稚園での子育て支援
【市立幼稚園・幼児教育センター】　
　市立幼稚園・幼児教育センターの子育て支援については、HPをご覧ください。 

⇒⇒⇒⇒⇒ 子育て支援広場 （幼教センターと各幼稚園の子育て支援）
【私立幼稚園】　

PL学園幼稚園
[℡（24）5135]

大阪芸術大学

附属金剛幼稚園

[℡（29）1402]

しろがね幼稚園
[℡（25）7600]

東金剛幼稚園
[℡（28）0330]

平成幼稚園
[℡（28）2220]

●児童館での子育て支援
　親子で遊んだり交流する場としてご利用いただけます。

児童館
[℡（25）0666]

２５日（水）１０時～　あそびのつどい（対象：未就園児）
　　　　　　　　　　　 　 絵本の読み聞かせ・ピアノと共に
　　　　　　　　　　 　   ☆園庭開放もあります☆

保育室開放事業「の～んびりん」からのお知らせ
・（月）～（金）　午後１時３０分～４時３０分（年末年始、祝日は
除く）
・参加申込みは不要です。ご自由にお越しください。
・４日（水）に、身長・体重測定ができます。

※来館される前には、検温で体調管理をしてください。また、
大人の方はマスク着用にご協力お願いします。

１１（水）　親子体操
２５（水）　作ってあそぼう

※１６（月）はキンダーカウンセリング（電話予約が必要です）

園にお問い合わせください。

１７日（火）１１時～約１時間　園庭開放（予約制）

詳しくは園のホームページをご確認ください。

ほほえみルーム

（親子で楽しめる活動、園庭開放）

9：30～10：00 受付 お友達と遊ぼう

10：00～11：30 体育館

11：30～12：30 園庭開放

http://www.city.tondabayashi.lg.jp/soshiki/52/1231.html
http://www.city.tondabayashi.lg.jp/soshiki/52/1231.html
http://www.city.tondabayashi.lg.jp/soshiki/52/1231.html
http://www.city.tondabayashi.lg.jp/map/youchien-pl.html
http://www.city.tondabayashi.lg.jp/map/youchien-kongo.html
http://www.city.tondabayashi.lg.jp/map/youchien-kongo.html
http://www.city.tondabayashi.lg.jp/map/youchien-shiragane.html
http://www.city.tondabayashi.lg.jp/map/youchien-higashikongo.html
http://www.city.tondabayashi.lg.jp/map/youchien-heisei.html
http://www.city.tondabayashi.lg.jp/map/jidokan.html

