
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

日 月 火 水 木 金 土 
 １ ２ ３ ４ ５ ６ 

 ◎園庭開放、室内開放 

・ふらっとスペース金剛 

・児童館 

 

 

◎園庭開放、室内開放 

・児童館 

・富田林保育園<要> 

 
 

◎園庭開放、室内開放 

・若葉保育園<要> 

・児童館 

◎子育て講座 

・みどり保育園<要> 

◎育児教室 

・保健センター<要> 

◎園庭開放、室内開放 

・児童館 

・第１幼教センター 

 

◎園庭開放、室内開放 

・若葉保育園<要> 

・児童館 

・ふらっとスペース金剛 

◎園庭開放、室内開放 

・梅の里こども園 

・ふらっとスペース金剛 

・ＰＬ学園幼稚園 

７ ８ ９ １０ １１ １２ １３ 

 

 

◎園庭開放、室内開放 

・梅の里こども園 

・ふらっとスペース金剛 

・児童館 

・みどり保育園 

◎園庭開放、室内開放 

・富田林保育園<要> 

・児童館 

 

◎園庭開放、室内開放 

・若葉保育園<要> 

・児童館 

・ＰＬ学園幼稚園 

 

 

 

◎園庭開放、室内開放 

・若葉保育園<要> 

・ふらっとスペース金剛 

◎園庭開放、室内開放 

・梅の里こども園 

・ふらっとスペース金剛 

１４ １５ １６ １７ １８ １９ ２０ 

 ◎園庭開放、室内開放 

・梅の里こども園 

・ふらっとスペース金剛 

・児童館 

 

◎園庭開放、室内開放 

・児童館 

◎子育て相談会 

・保健センター<要> 

◎園庭開放、室内開放 

・若葉保育園<要> 

・児童館 

◎あおぞら保育 

・梅の里こども園 

◎園庭開放、室内開放 

・児童館 

・みどり保育園 

・ＰＬ学園幼稚園 

◎講座 

・梅の里こども園<要> 

◎園庭開放、室内開放 

・若葉保育園<要> 

・児童館 

・ふらっとスペース金剛 

・くみの木こども園なかの 

◎園庭開放、室内開放 

・梅の里こども園 

・ふらっとスペース金剛 

２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７ 

 ◎園庭開放、室内開放 

・梅の里こども園 

・ふらっとスペース金剛 

・児童館 

・みどり保育園 

◎園庭開放、室内開放 

・富田林保育園<要> 

・児童館 

・くみの木こども園なかの 

・常徳保育園 

◎園庭開放、室内開放 

・若葉保育園<要> 

・児童館 

・ＰＬ学園幼稚園 

 

◎園庭開放、室内開放 

・児童館 

・ふれんど保育園<要> 

◎誕生日会 

・みどり保育園 

◎園庭開放、室内開放 

・若葉保育園<要> 

・児童館 

・ふらっとスペース金剛 

・くみの木こども園なかの 

◎誕生日会 

・ふれんど保育園<要> 

◎園庭開放、室内開放 

・梅の里こども園 

・ふらっとスペース金剛 

２８ ２９ ３０ ３１    

 ◎園庭開放、室内開放 

・梅の里こども園 

・ふらっとスペース金剛 

・児童館 

・第１幼教センター 

・みどり保育園 

◎園庭開放、室内開放 

・富田林保育園<要> 

・児童館 

◎誕生日会 

・くみの木こども園なかの 

◎園庭開放、室内開放 

・若葉保育園<要> 

・児童館 

・第１幼教センター 

・富田林幼稚園 

◎誕生日会 

・富田林保育園<要> 

   

    １ ２ ３ 

    ◎園庭開放、室内開放 

・児童館 

・第１幼教センター 

・みどり保育園 

・新堂幼稚園 

◎園庭開放、室内開放 

・若葉保育園<要> 

・児童館 

・第１幼教センター 

・ふらっとスペース金剛 

◎園庭開放、室内開放 

・梅の里こども園 

・ふらっとスペース金剛 

４ ５ ６ ７ ８       ９ １０ 

 ◎園庭開放、室内開放 

・梅の里こども園 

・ふらっとスペース金剛 

・児童館 

・第１幼教センター 

・みどり保育園 

・富田林幼稚園 

◎園庭開放、室内開放 

・富田林保育園<要> 

・児童館 

・第１幼教センター 

・常徳保育園 

・くみの木こども園なかの 

◎園庭開放、室内開放 

・若葉保育園<要> 

・児童館 

・第１幼教センター 

・喜志幼稚園 

◎あおぞら保育 

・梅の里こども園 

◎園庭開放、室内開放 

・児童館 

・第１幼教センター 

・ふれんど保育園<要> 

◎誕生日会 

・みどり保育園 

◎園庭開放、室内開放 

・若葉保育園<要> 

・児童館 

・第１幼教センター 

・ふらっとスペース金剛 

・くみの木こども園なかの 

◎園庭開放、室内開放 

・梅の里こども園 

・ふらっとスペース金剛 

１１ １２ １３ １４ １５ １６ １７ 

 ◎園庭開放、室内開放 

・梅の里こども園 

・ふらっとスペース金剛 

・児童館 

・第１幼教センター 

・喜志幼稚園 

◎園庭開放、室内開放 

・児童館 

・第１幼教センター 

・常徳保育園 

◎誕生日会 

・富田林保育園<要> 

・くみの木こども園なかの 

◎園庭開放、室内開放 

・若葉保育園<要> 

・児童館 

・第１幼教センター 

・新堂幼稚園 

◎園庭開放、室内開放 

・児童館 

・第１幼教センター 

・喜志幼稚園 

◎お月見の集い 

・くみの木こども園なかの 

◎講座 

・梅の里こども園<要> 

◎園庭開放、室内開放 

・若葉保育園<要> 

・児童館 

・第１幼教センター 

・ふらっとスペース金剛 

・ＰＬ学園幼稚園 

◎園庭開放、室内開放 

・若葉保育園 

・梅の里こども園 

・ふらっとスペース金剛 

１８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４ 

 ◎園庭開放、室内開放 

・ふらっとスペース金剛 

 

◎園庭開放、室内開放 

・児童館 

・第１幼教センター 

◎子育て相談会 

・保健センター<要> 

◎園庭開放、室内開放 

・若葉保育園<要> 

・児童館 

・第１幼教センター 

・ふれんど保育園<要> 

◎育児教室 

・保健センター<要> 

◎園庭開放、室内開放 

・児童館 

・第１幼教センター 

 

 

 

◎園庭開放、室内開放 

・若葉保育園 

・梅の里こども園 

・ふらっとスペース金剛 

２５ ２６ ２７ ２８ ２９ ３０  

 ◎園庭開放、室内開放 

・梅の里こども園 

・ふらっとスペース金剛 

・児童館 

・第１幼教センター 

◎バースディイベント 

・梅の里こども園<要> 

 

◎園庭開放、室内開放 

・ふらっとスペース金剛 

・児童館 

・第１幼教センター 

 

◎園庭開放、室内開放 

・若葉保育園<要> 

・ふらっとスペース金剛 

・児童館 

・第１幼教センター 

◎園庭開放、室内開放 

・ふらっとスペース金剛 

・児童館 

・第１幼教センター 

 

◎園庭開放、室内開放 

・若葉保育園<要> 

・ふらっとスペース金剛 

・児童館 

・第１幼教センター 

◎誕生日会 

・ふれんど保育園<要> 

 

 住所 電話 

喜志幼稚園 木戸山町 1-36 0721-24-3303 

PL 学園幼稚園 喜志 2055 0721-24-5135 

富田林幼稚園 常盤町 15-1 0721-24-3301 

第１幼児教育センター 常盤町 15-1 0721-24-9968 

新堂幼稚園 若松町 4 丁目 7-1 0721-24-3302 

梅の里こども園 梅の里 1 丁目 2-5 0721-23-4555 

ふれんど保育園 桜井町 2 丁目 1845-4 0721-26-3571 

みどり保育園 若松町 1 丁目 10-10 0721-24-4190 

くみの木こども園なかの 中野町１丁目２２６-１ 0721-23-8827 

常徳保育園 常盤町 14-21 0721-25-3561 

富田林保育園 富田林町 14-27 0721-23-3941 

ふらっとスペース金剛 

レインボーホール 

粟ケ池町 2969-5 

（レインボーホール） 

0721-29-5227 

保健センター 向陽台 1-3-35 0721-28-5520 

児童館 若松町１丁目７-４７ 0721-25-0666 

北ブロック代表園  

若葉保育園 

※おたよりに関するお問い合わせはこちらまでお願いします。 

若松町 3 丁目 2-20 0721-24-3308 

こども未来室 常盤町１番１号 0721-25-1000 

こども未来室 
現在、市内には子ども食堂が 10 か所あります。     【子ども食堂】      

子ども食堂は、温かい食事の提供と安心できる、  

「子どもの居場所」として、安価でバランスの  

良い食事の提供を行っており、各団体の特色を   

生かした魅力ある取り組みを展開しています。    

【お問い合わせ】0721-25-1000（291）   

                                      

                                      

                                       

                                          

 

 

 【子ども食堂 HP】  【Facebook】 

     

 

Ｒ４.８ 富田林市子育て支援ネットワーク北部ブロック 発行 

富田林市では子育てに関わるいろいろな機関がネットワークをつくり、中学校区ごとの４ブロックで活動をしています。 

北部ブロックでは、いろいろな施設がつながりあって、子育て家庭のみなさんとの懸け橋になれるようにとの願いを込め、富田林北部（富田林第一中、喜志中校区）の子育てに関するいろいろな取り組みや気軽に集える場を「にじいろだより」に載せてお届けします。 

毎日暑い日が続きますね。各施設では、さまざまな遊びを行い、みなさんが遊びに来てくれるのをお待ちしています。 

新型コロナウイルス感染症の感染状況により、中止や延期等、変更になる場合があります。詳細は、各施設にお問合せください。 

にじいろだより ８・９月号 

 

◎梅の里保育園…毎週月・土 ◎富田林保育園…毎週火 ◎常徳保育園…第２火 ◎若葉保育園…毎週水・金 ◎児童館…毎週月～金 

◎第１幼教センター…毎週月～金 ◎ふらっとスペース金剛…毎週月・金・土  ※詳細は各施設へ問い合わせてください。<要>…要予約 

 

笑顔いっぱい！みんなの広場！！ 

 

 

 

ふれんど保育園 
ふれんど保育園では今年度スタートで「こっこちゃん教室」を開催しています。 

ベビーマッサージを中心に 1 年を通してのクラスでベビーちゃんはもちろんのことママのコ

ミュニケーションの場としても楽しんでいただけたらと思います。 

育児相談をする事でママ達のストレス発散になると考えています。ママ達のストレッチ体操

やアロマを使った虫除けスプレー、消毒スプレー作りもありますので是非興味のある方はご

参加ください。他にも絵本やおままごとなど色々な遊びをご用意してお待ちしています。 

 

 みどり保育園 
みどり保育園では毎週月・木曜日園庭開放を開催しています。お家では 

なかなかできない遊びや製作など、季節に合わせた内容を企画しています！ 

各年齢や季節に合った絵本などを楽しんでもらう年齢別おはなし会や、 

毎回たくさんの方が参加してくれる子育て講座などもしていますよ。 

みどり保育園の広い園庭で思い切り遊びませんか？ゆったりのんびりお話をし

ませんか？？ぜひ気軽に遊びに来てくださいね！ご参加お待ちしています！！ 

 

 

 

 

 



 
☆０歳児 R３.4.2 以降生まれ        ☆１歳児 Ｒ.4.2～R３.4.1 生まれ 

☆２歳児 H３１.4.2～Ｒ２.4.1 生まれ    ☆３歳児 H３０.4.2～H３１.4.1 生まれ 
８・９月の各施設の取り組みです。ぜひ参加してくださいね。 

ふれんど保育園 
8 月 

●25 日(木)10:00～11:00 ※要予約 

水あそび 

●26 日(金)  9:50～11:00 ※要予約 

誕生日会   

9 月 

●８日(木)10:00～11:00 ※要予約 

      ベビーマッサージ＆絵本 

●2１日(水)10:15～11:15 ※要予約  

ベビーマッサージ教室 🐣こっこ🐤 

●３０日（金）9:50～11:00※要予約 

誕生日会   

 

ふらっとスペース金剛 

レインボーひろば 

『くつろぎタイム』月・金・土１０：００～１５：００ 

『絵本を楽しむ会』第２金曜日１０：３０～ 

『赤ちゃんタイム』第４月曜日１３：００～ 

☆10;00～12:00 予約優先で 2 時間利用が可能になりまし

た。午後からも予約優先で 2 時間利用です。12 時台も遊び

に来て下さいね❤ 

 

 

幼児教育センター 

＊コアラの広場 【２歳児】10:00～11:30 

  ８月４日（木） 

  ９月２日（金）、９日（金）１３日（火）、 

 ２０日（火）、２７日（火）、３０日（金） 

 

＊ゆるりん 【０～１歳児】10:00～11:00 

   ９月１６日（金）親子で遊ぼう 

 

＊ひまわり広場 【１～２歳児】10:00～11:00 

   ８月３１日（水）水遊び 

 

 

こども未来室 
★ファミリー・サポート・センター  
子育てを「援助してほしい」「応援したい」という人がそれぞ

れ会員となり、地域でお互いが援助しあえるよう支援する事

業です♪  

＊依頼会員 生後２か月から小学 6 年生までの子どもがいる人 

＊援助会員 心身ともに健康で子育てに理解のある人、自宅で子ど 

もを預けることができる人  

＊両方会員 自分の急用時には子どもを預かってほしいけれど、時

間がある時には子どもを預かることができるという人 

☆会員になって地域とのつながりを広めましょう♪ 

 こども未来室  0721-25-1000（内線 283） 

 

 

喜志幼稚園 

★園庭開放（０～３歳児） 

９月１５日（木）９：００～１１：３０ 

★プチなかよし（０歳～１歳児） 

９月７日（水）１０：００～１１：００ 

育児相談・室内遊び・発育測定など 

★２歳児ぱんだ組（２歳児）【親子広場】 

９月１２日（月）１０：００～１１：００ 

サーキット遊び・絵本など 

 

富田林保育園 

『遊びにおいでよ！とっぴー広場』 

毎週火曜日：9:30～10:30 
【8 月】 ２日、９日、2３日、３０日  

３１日（水）【８月生まれの誕生日会、身体計測】 
【9 月】 ６日 
    １３日（火）【９月生まれの誕生日会、身体計測】 

※参加希望の方は電話予約が必要です。（雨天中止） 
※暑い季節です。熱中症対策で帽子、水筒（お茶）

を持参してください。 
※園児との交流はありません。 
※来園の際は検温、消毒、保護者の方はマスク着用

をお願いします。連絡先：２３－３９４１ 

 

 

梅の里こども園 

８月☆１７日（水）…あおぞら保育 （10 時半までに来てね♪） 

場所：梅の里南自治会東集会所 時間：10 時～11 時半 

☆１８日（木）…講座  時間：10 時～11 時半 

「うたっておどってぱんぱかぱーん」   ※要予約８/８～受付 

9 月☆７日（水）…あおぞら保育  場所：桜井町青年会館前  

☆2６日（月）…バースディイベント 10 時～11 時半 ※要予約 

7.8.9 月のお誕生日のお友だちの参加お待ちしています♪  

☆15 日（木）…講座 「ミュージックケア」 ※要予約 9/5～受付 

☆ 詳しくは、広報もご覧ください ☆ 

 

新堂幼稚園 
【にこにこ広場】（0～2 歳児）9:30～11:00 

＊9 月１４日（水）・運動遊び ・誕生会 
 

 

【園庭開放】  （0～2 歳児）9:00～11:30 

＊９月１日（木）  
 

【2 歳児広場ひよこぐみ】（2 歳児） 

＊10 月から開催予定 

（詳しくは、ホームページまたはお電話で♪） 

 ☆8 月の広場はありません。 

 

みどり保育園 

✰『ともだちいっぱい』(園庭開放)9:30～10:30 
月曜日:《8 月》８日・２２日・２９日  

《９月》５日 

木曜日:《８月》１８日・２５日（誕生会） 

   《９月》１日・8 日（誕生会）  

 

✰子育て講座：ベビーマッサージ 9:30～11:00 
8 月３日（水）・先着 10 組 

７月２０日(水)より電話受付開始        
 

 

 

常徳保育園 

◎園庭開放 

 8 月 23 日（火）９：３０～受付 

        １０：００～１１：００ 

  シャボン玉をしたり水遊びを楽しみまし

ょう。 

 9 月 13 日（火）9：30～受付 

        １０：００～１１：００ 

  園児と一緒に遊びましょう。 

 

PL 学園幼稚園 

☆あそびのつどい 『水あそび』 

日時 10：00～11：00（雨天・室内遊び） 

8/6（土）8/10（水）8/18（木）8/24（水） 

（8/6のみ、絵本の読み聞かせ～ピアノと共に） 

☆ 9 月 16 日（金）  10 ： 00 ～ 11 ： 00      

『園庭開放・絵本の読み聞かせピアノと共に』  

※未就園児対象 

※自宅で検温を済ませ、着替えお茶を持参して下さい。 

 

保健センター 

 
育児教室「ぴよぴよクラス」 
とき ８月３日（水）※申し込み開始日７月６日～ 

   ９月２１日（水）※申し込み開始日８月８日～ 
いずれも午後１時～２時   
内容は同じです。  

ところ  保健センター  
内容   離乳食のすすめ方、ふれあい遊び、個別相談 
対象者  ４か月健診後～8 カ月未満の乳児と保護者        

定員   １０組 （申し込み先着順） 

子育て相談会(子育てや授乳、食事のこと、発育や発達全般に関する

様々な相談) ☆お気軽にご利用ください。 

毎月１回（第３火曜日午後）、要予約 

 

富田林幼稚園 
★みかん組（2 歳児）10：00～11：30  

9 月 ５日(月) 制作遊び、8・9 月誕生会 
 
★ひまわり広場（1～２歳）１０：００～１１：００   

８月３１日(水) 水遊び 
（着替えを持ってきてください） 

 
＊9：30～受付 
＊ＷＥＢページでもお知らせします。 
＊新型コロナウイルス感染症の感染状況により、変更する場合

もあります。 

 

 

若葉保育園 
☆遊びにおいでよ！とっぴー広場 10：00～11：00 頃 

【８月】 ３日(水) 身体計測・氷遊び 

５日(金)大きな紙に絵を描こう 

      １７日(水)色水遊び ２４日(水)水遊び  

     ３１日(水)大きな紙に絵を描こう 

１０日(水)、１２日(金)、１９日(金)、26 日(金)は室内遊び 

【9 月】 ２日(金)大きな紙に絵を描こう 

     ７日(水)身体計測・敬老の日のプレゼントを作ろう 

９日(金)敬老の日のプレゼントを作ろう 

    １４日(水)、１６日(金)寒天遊び 

２１日(水)、２８日(水)、３０日(金)は室内遊び 

※8/5(金)、9/2 日(金)は 13:30～14:30 も室内開放しています。 

☆要予約 ☎0721-24-3308 

 

児童館 

保育室開放事業『の～んびりん』 

親子でゆっくりの～んびり遊んだり、おしゃべりして過ごし

ませんか？育児相談もできます。 

（月）～（金）１３：３０～１６：３０ 

☆8・9月のお楽しみイベント（午後 2時～3時）☆ 

8/26(金)水あそび  9/30（金）うずまき公園で遊ぼう 

※8/3・9/7（水）は、身長・体重測定ができます。 

お盆休み 8/12（金） 

 

 

 

くみの木こども園なかの 

園庭開放『ひだまり広場』10：00～11：00 

🍉８月１９日・２３日・２６日・３０日（誕生会） 

🍉９月６日・９日・１３日（誕生会） 

帽子と水筒をお持ちくださいね。 

『こども園の行事を一緒に楽しみましょう！』 

🌙お月見の集い🌙 

 ９月１５日（木）１０：００～      

 

 
 

 

 
 


