
新堂幼稚園 

●にこにこ広場（０～2 歳児対象） 

毎月、親子で季節の遊びを楽しみます！ 

●ひよこ組（2 歳児対象） 

お家の方と離れてお子さまのみお預かりします。 

先生や友達と一緒に楽しい時間を過ごします♪ 

ぜひ、遊びにきてくださいね！ 

 

   

 
 

 

 

  

 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 

日 月 火 水 木 金 土 
      １ 

      ・ふらっとスペース金剛 

２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ 

 

 

・梅の里こども園 

・ふらっとスペース金剛 

・児童館 

・児童館 

 

・児童館 

 

・児童館 

 

 

・児童館 

・ふらっとスペース金剛 

・梅の里こども園 

・ふらっとスペース金剛 

９ １０ １１ １２ １３ １４ １５ 

 ・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 

・富田林保育園<要> 

・児童館 

・第１幼教センター 

・常徳保育園 

・若葉保育園<要> 

・児童館 

・第１幼教センター 

・梅の里こども園 

・児童館 

・第１幼教センター 

・みどり保育園 

 

・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 

・梅の里こども園 

・ふらっとスペース金剛 

１６ １７ １８ １９ ２０ ２１ ２２ 

 ・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 

・富田林保育園<要> 

・児童館 

・第１幼教センター 

・保健センター<要> 

 

・若葉保育園<要> 

・児童館 

・第１幼教センター 

・保健センター<要> 

・児童館 

・第１幼教センター 

・みどり保育園 

・梅の里こども園<要> 

・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 

・梅の里こども園 

・ふらっとスペース金剛 

２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８ ２９ 

 ・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 

・富田林保育園<要> 

・児童館 

・第１幼教センター 

 

・若葉保育園<要> 

・児童館 

・第１幼教センター 

・新堂幼稚園 

・PL 学園幼稚園 

・くみの木こども園なかの 

・児童館 

・第１幼教センター 

 

・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 

・ふれんど保育園 

・ふらっとスペース金剛 

 

 

３０       

       

 １ ２ ３ ４ ５ ６ 

 ・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 

・児童館 

・第１幼教センター 

・くみの木こども園なかの 

 

   ・梅の里こども園 

・ふらっとスペース金剛 

７ ８ ９ １０ １１ １２ １３ 

 ・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 

・富田林保育園<要> 

・児童館 

・第１幼教センター 

・常徳保育園 

・若葉保育園<要> 

・児童館 

・第１幼教センター 

・ふれんど保育園 

・みどり保育園<要> 

・富田林幼稚園 

・児童館 

・第１幼教センター 

・みどり保育園 

 

・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 

 

・梅の里こども園 

・ふらっとスペース金剛 

１４ １５ １６ １７ １８ １９ ２０ 

 ・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 

・富田林保育園<要> 

・児童館 

・第１幼教センター 

・保健センター<要> 

 

・若葉保育園<要> 

・児童館 

・第１幼教センター 

・くみの木こども園なかの 

・保健センター<要> 

・児童館 

・第１幼教センター 

・ふれんど保育園 

・常徳保育園<要> 

・みどり保育園 

・梅の里こども園<要> 

・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 

・梅の里こども園 

・ふらっとスペース金剛 

２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７ 

 ・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 

・児童館 

・第１幼教センター 

・富田林幼稚園 

・富田林保育園<要> 

・若葉保育園<要> 

・児童館 

・第１幼教センター 

・ふれんど保育園 

・梅の里こども園 

・児童館 

・第１幼教センター 

・みどり保育園 

 

・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 

・ふれんど保育園 

・PL 学園幼稚園 

・梅の里こども園 

・ふらっとスペース金剛 

２８ ２９ ３０ ３１    

 ・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 

・富田林保育園<要> 

・児童館 

・第１幼教センター 

 

・若葉保育園<要> 

・児童館 

・第１幼教センター 

・くみの木こども園なかの 

 

   

令和 ５年 ３月 発行 富田林市子育て支援ネットワーク北部ブロック  

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。 

にじいろだより ４・５月号 笑顔いっぱい！みんなの広場！！ 

 

 

 

主任児童委員  
「マタニティー＆子育て中コンサート」～赤ちゃんが泣いても大丈夫♪子どもが動き回っても OK♪～ 
 

日時：６月３日（土）午前１０時～１１時３０分 

場所：すばるホール 小ホール 
内容：マリンバの演奏 
対象者：妊娠中の方や就学前の子どもとその家族 
参加費：無料 
定員：１００名（先着順） ５月８日から申込開始 富田林市役所増進型地域福祉課まで 

 ふれんど保育園 

ふれんど保育園では、おなじみのたこ～ちゃん広場に加え、前年度より 0 歳児対象親子教室ベビー

マッサージ「こっこちゃん教室」を開催しています。1 年を通してのクラス開催でママ達に輪が深

まり大好評いただいております。そして今年度 1 歳児対象の「ぴっぴ教室」を新しく開催いたしま

す。子ども達の「今」しかない成長をお家の方と一緒に見守れたらと思っています。又、ママ達の

ストレス発散に…ストレッチ体操やアロマを取り入れた企画もたくさんご用意しています。 

 

ぽかぽかと暖かな陽気に包まれ、戸外で遊ぶのも、散歩に出かけるのも気持ちの良い季節となりました。 

各施設、いろいろな楽しい遊びを用意してお待ちしています。ぜひ、遊びに出かけてみてください。 

 

 

 

詳細は５月の広報またはポスターで
ご確認ください。 

◎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 

 

≪詳細はＨＰをご覧ください≫ 



ふれんど保育園 

 
●4/28(金) 誕生日会 9:50～11:00 

●5/10(水)ｷｯｽﾞﾏｯｻｰｼﾞ教室「ぴっぴ」 

●5/18(木)たこ～ちゃん広場 

    ﾍﾞﾋﾞｰﾏｯｻｰｼﾞ＆ふれあい遊び 

●5/24(水)ﾍﾞﾋﾞｰﾏｯｻｰｼﾞ教室「こっこ」 

●5/26(金) 誕生日会 9:50～11:00 

※誕生日会以外は 10:30～11:30 

 

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❤ 

 

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 

 

４月と５月の未就園児広場の開催は未定で

す。決まり次第、喜志幼稚園の HP などでお

知らせします。 

 

 

梅の里こども園 

☆4 月 12 日（水）…あおぞら保育 

時間：10 時～11 時 場所：梅の里 1 号公園 

20 日（木）…講座『ベビーマッサージ』 ※要予約 

時間：10 時～11 時  

★５月１８日（木）…講座『親子ヨガ』 ※要予約 

時間：１０時～１１時  

２４日（水）…あおぞら保育 

時間：１０時～１１時 場所：梅の里６号公園 

 

新堂幼稚園 
 

【園庭開放】  （0～2 歳児）9:00～11:30 

＊4 月２６日（水）  

   園庭で自由に遊んでいただけます♪ 

 

 

【にこにこ広場】【2 歳児広場ひよこぐみ】 

＊詳細は未定です。 

決まり次第、ポスターやホームページ等で 

お知らせします。 

 

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:《４月》１０日・１７日・２４日  

《５月》１日・８日・１５日・２２日・２９日 

木曜日:《４月》１３日・２０日（誕生会） 

   《５月》１１日・１8 日・２５日（誕生会）  

 

✰子育て講座：虫よけアロマ作り（母子分離講座）  

５月１０日（水）9:30～11:00・先着 10 組 

４月２４日(月)より電話受付開始        
 

 

常徳保育園 

◎園庭開放 

４月１１日（火）受付９：３０～ １０：００～１１：００ 

園児と一緒に体を動かして遊びましょう。 

５月 ９日（火）受付９：３０～ １０：００～１１：００ 

        園児と一緒に体を動かして遊びましょう。 

◎ベビーマッサージ 

５月１８日（木）受付９：３０～ １０：００～１１：００ 

       2 ヶ月からハイハイ歩きの赤ちゃん（要予約） 

 

富田林幼稚園 
★みかん組（2 歳児）10：00～11：20  

５月１０日(水) 制作遊び、4・5 月誕生会 
 
★ひまわり広場（1～２歳）１０：００～１１：００   

５月２３日(火) 園庭で遊ぼう 
 

＊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。 

☆ 4 月の予定はありません。 

 

若葉保育園 
☆遊びにおいでよ！とっぴー広場☆ 

9:30～11:00 
 

【４月】１２日（水）身体計測・室内遊び 
    １４日（金）・１９日（水）室内遊び 
    ２１日（金）・２６日（水）２８日（金）園庭遊び 
【５月】１０日（水）身体計測・室内遊び 
    １２日（金）・１７日（水）・２６日（金）園庭遊び 

１９日（金）室内遊び 
    ２４日（水）散歩 
    ３１日（水）お絵描き 
 

参加される場合は事前に電話予約が必要です。 

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  

★4・5 月のお楽しみイベント★ 

4/5(水)・5/10(水)身長・体重計測が出来ます 

4/12(水)シャボン玉遊び、5/17(水)公園で遊ぼう 

 

くみの木こども園なかの 

おひさまキッズ（園庭開放の名称が変わりました） 

４月２６日（水） 誕生日会９：５０～ 

５月２日（火） こどもの日の集い９：５０～ 

５月１７日（水） 園庭開放１０：００～１１：００       

５月３１日（水） 誕生日会９：５０～ 

 

☆誕生日会とこどもの日の集いは、園の行事に園児と一緒に

参加してもらいます。 

 

PL 学園幼稚園 

☆あそびのつどい（園庭開放） 

日時 4 月 26 日（水）10：00～ 

     5 月 26 日（金）10：00～ 

対象 未就園児とその保護者   

内容は決まり次第、園の HP で                                            

お知らせいたします。       

                   

                     

富田林保育園 

『遊びにおいでよ！とっぴー広場』 

～今年度より雨でもホールで遊べます～ 

毎週火曜日：9:30～11:00 
【４月】 １１日、１８日  

２５日【４月生まれの誕生日会、身体計測】 
【５月】  ９日、１６日 
     ３０日【５月生まれの誕生日会、身体計測】 

《第 1 回子育て講座》 5 月 23 日(火) 
テーマ「離乳食相談会」９：３０～１１：００  

５組  申し込み：5 月 9 日（火）より 
※参加希望の方は電話予約が必要です。 

連絡先：２３－３９４１ 

 

保健センター 
育児教室「すくすくクラス」 

４月１９日（水）午後１時～２時３０分 申し込みは 3 月 6 日～ 
【内容】幼児食のすすめ方、歯みがきの話、ふれあい遊びなど 
【対象者】１歳～１歳４か月未満の幼児と保護者      

【定員】 10 組程度            
        二次元コードからも予約受付できます→  
 

令和 5 年度 5 月以降の教室については、準備中です。詳細が決まり
ましたら広報、市のウェブサイト（健康づくり推進課のページ）にて
お知らせします。５月のぴよぴよクラスは、１７日（水）の予定です。 

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 

 

 
☆０歳児 R４.4.2 以降生まれ      ☆１歳児 Ｒ.３.2～R４.4.1 生まれ 

☆２歳児 R2.4.2～Ｒ３.4.1 生まれ    ☆３歳児 H３１.4.2～R2.１.4.1 生まれ 
４・５月の各施設の取り組みです。ぜひ参加してくださいね。 

第１幼児教育センター 
＊コアラの広場 【２歳児】10:00～11:30 

 4 月 18 日（火）、21 日（金）、25 日（火）、28 日（金） 

 

5 月 2 日（火）、12 日（金）、16 日（火）、26 日（金）、 

30 日（火） 

 

＊ゆるりん 【０～１歳児】10:00～11:00 

   ５月１９日（金）親子で遊ぼう 

 

＊ひまわり広場 【１～２歳児】10:00～11:00 

   ５月２３日（火）園庭で遊ぼう 

 


