「未就園のお友だち集まれ！」

河内長野市内の幼稚園・認定こども園

9月

月
園名

①

<幼稚園新制度>

三日市幼稚園

10月

＊にっこりキャラバンキッズ
「からだを動かして遊ぼう」
28日（金）

<幼保連携型認定こども園>

長野こども学園
古野町２－１４
℡.52-5917

20日（土）午前中

1月

2月

3月

＊スマイルキッズ

「絵本の広場」「一緒にあそぼう」
27日（火）

＊まんま教室

＊ふれあい広場

4日（火）

＊わくわくランド

2日（火）、23日（火）

「作って遊ぼう」～お正月遊び～
「身長を測ろう」
15日（火）

＊体験保育（0歳児）

＊体験保育（2歳児）

11日（火）
18日（火）、25日（火）

16日（火）

20日（火）

5日（火）

＊体験保育（1歳児）

15日（火）

＊あそぼ

＊体験保育（0歳児）

5日（火）、19日（火）

＊まんま教室

11日（火）

＊あそぼ

＊あそぼ

8日（火）、29日（火）

＊ふれあい広場

13日（火）

＊あそぼ

＊ふれあい広場

4日（火）

＊まんま教室

9日（火）

＊あそぼ

＊体験保育（1歳児）

6日（火）

＊ふれあい広場

12日（火）

＊あそぼ

12日（火）

＊ふれあい広場

18日（火）

22日（火）

26日（火）

＊ふれあい広場

30日（火）

27日（火）

＊園庭開放

＊園庭開放

＊園庭開放

＊園庭開放

＊園庭開放

＊園庭開放

＊園庭開放

＊絵本読み聞かせ

＊稲刈り体験

＊絵本読み聞かせ

＊クリスマス音楽会

＊絵本読み聞かせ

＊節分豆まき

＊親子クッキング

8日（土）

天野山保育園

備

考

●4歳児または5歳児とのふれあい・先生による保育など、楽しい時間を過ごします。
●毎月の行事予定を含めて、園の紹介、情報はホームページをごらんください。
●左記の行事以外の来園時（見学等）は、電話予約をお願いします。
●見学は随時受付しております。
●毎日14時以降は、園庭開放を実施、お気軽に遊びに来てください。
●予定は、市の「キラキラねっと」にも掲せています。
●対象年齢：おおむね2歳～の活動となっております。

28日（日）午前中
※詳細な時間等はホームページで
お知らせします。

＊リラックスタイム

③ <保育所型認定こども園>

12月

＊スマイルキッズ

＊高野街道まつり

上田町200－1
℡62－2929

②

11月

＊運動会（参加種目有）

平成30年9月～平成31年3月

1日（金）

●ふれあい広場は予約なしで来て頂き、園庭で遊んだりします。(雨天時もあり）
●あそぼ・わくわくクッキング（要予約）
●まんま教室（要予約）5ヶ月～
●体験保育（要予約）
0歳児(H29．4．2生～H30．4．1生）
1歳児(H28．4．2生～H29．4．1生)
2歳児(H27．4．2生～H28．4．1生)
●電話相談・面接相談共に随時受付 9:00～17:00
●ふれあい保育参加時に受ける事も有

●園庭開放（第1･3月曜日） （他の日は随時お問い合せ下さい）
●いずれの事業も要電話予約
●クリスマス音楽会は〔11:00～〕みのでホール

※第1土曜を予定しています。

＊お餅つき
14日（金）

天野町２９５－１
℡.52-5819

＊クリスマス会
21日（金）

④

<幼稚園従来型>

錦渓幼稚園
古野町12－1
℡53－3170

＊ちびっ子ディ（ちびっこ運動会！）
5日（水）10時～11時

＊ちびっ子ディ（風船遊びをしましょ！）
10日（水）10時～11時

＊絵本読み聞かせ・園庭開放
12日（水）・26日（水）

14日（水）10時～11時

＊絵本読み聞かせ・園庭開放
17日（水）

＊きんけいキッズ

＊きんけいキッズ

＊運動会

＊きんけいフェスタ

於：長野中学校
16日（日）8：30～12：30
※未就園児の競技もあります。
※予備日：17日（月）

4日（火）9時30分～10時30分

＊絵本読み聞かせ・園庭開放
＊きんけいキッズ

＊絵本読み聞かせ・園庭開放
16日（水）

＊絵本読み聞かせ・園庭開放
6日（水）

＊絵本読み聞かせ・園庭開放
6日（水）

＊きんけいキッズ

＊きんけいキッズ

＊きんけいキッズ

＊きんけいキッズ

＊2歳児一時預かり

＊2歳児一時預かり（要予約・有料）

＊2歳児一時預かり（要予約・有料）

＊2歳児一時預かり

「ひよこ組」

「ひよこ組」

「ひよこ組」

冬休み中はありません

＊2歳児一時預かり（要予約・有料）

＊2歳児一時預かり（要予約・有料）

「ひよこ組」

＊ちびっ子ディ（もちつき会）

7日（水）

28日(日)10時～14時

＊2歳児一時預かり（要予約・有料）

＊ちびっ子ディ（落ち葉で作ろう）

「ひよこ組」

＊トドラークラブ

＊トドラークラブ

28日（月）

3日（月）

春休み中はありません

＊トドラークラブ

＊トドラークラブ

6日（水）

11日（月）

＊トドラークラブ
19日（月）

＊トドラークラブ
22日（月）

＊トドラークラブ
3日（月）

●ちびっ子ディ（12月まで月1回）参加費無料 当日受付（予約不要）
対象…1歳～4歳未就園児とその保護者 ※当日は親子とも上履きをご用意下さい。
●絵本読み聞かせ・園庭開放 ※雨天は室内遊び
9：30～9：40…絵本読み聞かせ、9：40～11：00…園庭開放
●きんけいキッズ（有料） きんけいキッズ入会受付中!!
対象…2歳児（未就園児）の親子（Ｈ27．4．2～Ｈ28．4．1生）
≪親子コース≫木曜日クラス（1月～3月は子どものみ）
≪ちびっこコース≫火曜日クラス・金曜日クラス（子どものみ）
各コース共、月3回（5月～3月まで 8月はお休み）
申込み必要（年間申込み、途中入会可） ※詳しくは直接園にお問合わせ下さい
●2歳児一時預かり「ひよこ組」※申込方法等は園にお問い合わせ下さい。
月曜日・水曜日・金曜日 ①9：00～11：30 ②9：00～13：30 ③9:00～15:00
※②③はランチタイムあり
●トドラークラブ（参加費 無料）：対象…1歳児親子（Ｈ28．4．2～Ｈ29．4．1生）
定員…20組程度
時間…10：00～
申込…開催日のおよそ10日前から 電話受付（10：00～16：00）
●保育･園内見学…随時受付けています

大型駐車場有（100台駐車可）

⑤

<幼保連携型認定こども園>

勝山愛和
青葉台幼稚園
南青葉台1－1
℡65－1378

＊愛和広場（親子体験保育）

＊愛和広場（親子体験保育）

6日（木）

＊愛和広場（親子体験保育）

11日（木）

＊オレンジくらぶ（2歳児一時預かり）
13日（木）

＊オレンジくらぶ（2歳児一時預かり）
18日（木）

＊園庭開放（お庭で遊びましょう）
1日（土）

<幼稚園型認定こども園>

＊園庭開放（お庭で遊びましょう）
6日（土）

奈良佐保
短期大学附属
河内長野幼稚園
大矢船中町10－1
℡64－8740

<幼稚園型認定こども園>

長野台幼稚園

＊園庭開放（お庭で遊びましょう）

＊2歳児一時預かり保育「いちごぐみ」

＊オレンジくらぶ（2歳児一時預かり）
＊園庭開放（お庭で遊びましょう）
＊ひよこルーム（1歳児親子）
18日（火）

＊愛和広場（親子体験保育）
26日（木）

＊オレンジくらぶ（2歳児一時預かり）
17日（木）

1日（土）

27日（火）

＊愛和広場（親子体験保育）
10日（木）

13日（木）

＊ひよこルーム（1歳児親子）

＊園庭開放（お庭で遊びましょう）
12日（土）

＊ひよこルーム（1歳児親子）
22日（火）

＊園庭開放（お庭で遊びましょう）
9日（土）

＊オレンジくらぶ（2歳児一時預かり）
14日（木）

＊園庭開放（お庭で遊びましょう）
9日（土）

＊ひよこルーム（1歳児親子）

＊園庭開放（毎月4回程度）※雨天中止

＊運動会
14日（日）

＊2歳児一時預かり保育「いちごぐみ」

＊2歳児一時預かり保育「いちごぐみ」

＊2歳児一時預かり保育「いちごぐみ」

＊2歳児一時預かり保育「いちごぐみ」

＊2歳児一時預かり保育「いちごぐみ」

＊作品展

＊園庭開放（毎月4回程度）※雨天中止

＊園庭開放（毎月4回程度）※雨天中止

＊生活発表会

＊園庭開放（毎月4回程度）※雨天中止

＊園庭開放（毎月4回程度）※雨天中止

＊さほっこ文庫（毎月1回）
毎月１回目の園庭開放の日にあります。
10:15～約1時間程度

＊「親子で遊ぼう！未就園児たんぽぽ」
3日（月）・11日（火）・21日（金）・27日（木）
10：30～11：30

＊もも組

3日（水）・11日（木）・19日（金）・23日（火）・
30日（火）
毎月初回の園庭開放の日にあります。
10:15～約1時間

緑ヶ丘中町8－8
℡54－3211

毎月初回の園庭開放の日にあります。
10:15～約1時間

＊「親子で遊ぼう！未就園児たんぽぽ」

＊「親子で遊ぼう！未就園児たんぽぽ」

6日（木）・14日（金）・21日（金）・28日（金）

17日（日）

4日（月）・12日（火）・22日（金）・28日（木）

＊園庭開放（毎月4回程度）※雨天中止
5日（火）・15日（金）・19日（火）・25日（月）

11日（金）・17日（木）・23日（水）

毎月初回の園庭開放の日にあります。
10:15～約1時間

＊「親子で遊ぼう！未就園児たんぽぽ」
6日（水）・14日（木）・19日（火）・25日（月）

1日（金）・7日（木）・12日（火）・28日（木）

＊もも組

5日（水）10時～12時

＊もも組

16日（水）10時～12時

＊親子登園（クリスマス会）

＊もも組

20日（水）10時～12時

＊親子登園

13日（木）10時～12時

●行事参加の詳細は、園にお問い合わせください。

13日（水）10時～12時

＊親子登園（豆まき）

23日（水）10時～12時

＊親子登園（ひなまつり）

1日（金）10時～12時

＊おもちつき

17日（土）

毎月初回の園庭開放の日にあります。
10:15～約1時間

＊さほっこ文庫（毎月1回）

1日（金）10時～12時

＊製作展

8日（土）

9日（土）

※行事の日時や内容など詳しいことは、幼稚園にお問い合わせください。 ※都合により行事の日時や内容が変更になることもありますので、あらかじめご了承ください。 ※この一覧表は、各幼稚園からのアンケートを元に子ども・子育て総合センターあいっくが作成しています。

① 三日市幼稚園

62-2929

② 長野こども学園

52-5917

③ 天野山保育園

52-5819

●2歳児一時預かり保育「いちごぐみ」（有料・要予約）
対象…2歳以上の未就園児、定員あり。
●園庭開放（無料・予約不要）：自由参加。対象：未就園児とその保護者。
●さほっこ文庫の日は、絵本の読み聞かせや絵本貸し出しもあります。
●たんぽぽ（無料）：対象…2歳以上の未就園児とその保護者、定員は特になし。
※参加ご希望の方は要電話。
●園見学は、随時受付中（要電話予約）
●いちごくみ・園庭開放・さほっこ文庫、たんぽぽについての詳細は、
直接園にお問い合わせ下さい。
（あいっくにも、お知らせを置かせてもらっています。）

＊「親子で遊ぼう！未就園児たんぽぽ」

＊もも組

＊バザー

13日（土）ラブリーホール9時15分開演

毎月初回の園庭開放の日にあります。
10:15～約1時間

2日（金）・7日（水）・15日（木）・20日（火）・
29日（木）

7日（水）10時～12時

＊おゆうぎ会

9日（水）・15日（火）・21日（月）・29日（火）

＊さほっこ文庫（毎月1回）

＊「親子で遊ぼう！未就園児たんぽぽ」

＊親子登園

17日（水）10時～12時

＊さほっこ文庫（毎月1回）

＊さほっこ文庫（毎月1回）

毎月初回の園庭開放の日にあります。
10:15～約1時間

28日（水）10時～12時

＊親子登園

5日（水）・19日（水）10時～12時

9日（金）・13日（火）・19日（月）・27日（火）

＊もも組

31日（水）10時～12時

＊親子登園

＊園庭開放（毎月4回程度）※雨天中止
＊さほっこ文庫（毎月1回）

＊さほっこ文庫（毎月1回）

＊もも組

12日（水）・27日（木）10時～12時

3日（月）・11日（火）・19日（水）・25日（火）

23日（金）

6日（木）・14日（金）・19日（水）・25日（火）

●「愛和広場」（親子体験保育）（無料・要予約）10:30～11:30
対象：2歳児以上の未就園児とその保護者。
●「オレンジくらぶ」（有料） 9：15～11：45
対象：平成30年4月1日現在満2歳以上。※園にお問い合わせ下さい。
●「ひよこルーム」（有料）10:00～11:30
対象：平成30年4月1日現在満１歳以上。※園にお問い合わせ下さい。
●園庭開放」 10：00～11：30
年齢制限はありません。 雨天中止です。
●「園見学」 随時受付けしています。 ※園にお問い合わせください。

19日（火）

9月3日から園までお問い合わせ下さい。

＊「親子で遊ぼう！未就園児たんぽぽ」
5日（金）・9日（火）・17日（水）・25日（木）

⑦

＊オレンジくらぶ（2歳児一時預かり）

10日（土）

＊ひよこルーム（1歳児親子）

＊2歳児一時預かり保育「いちごぐみ」

6日（木）

22日（木）

23日（火）

⑥

＊愛和広場（親子体験保育）

1日（木）

④ 錦渓幼稚園

53-3170

⑤ 勝山愛和青葉台幼稚

65-1378

⑥ 奈良佐保短期大学附属
河内長野幼稚園

64-8740

⑦ 長野台幼稚園

54-3211

「未就園のお友だち集まれ！」

河内長野市内の幼稚園・認定こども園

9月

月
園名

⑧

<幼稚園型認定こども園>

えぴーく幼稚園

10月

＊親子登園

11月

＊親子登園

10：00～12：00
11日（火）・19日（水）

10：00～12：00
2日（火）・9日（火）・16日（火）・31日（水）

＊いちご組

＊いちご組

10：00～12：00
4日（火）・26日（水）

10：00～12：00
13日（火）・28日（水）

＊いちご組

10：00～12：00

23日（火）

12月

＊親子登園

＊親子登園

10：00～12：00
12日（水）・18日（火）

＊いちご組

10：00～12：00

10：00～12：00
6日（木）・25日（火）

8日（木）

平成30年9月～平成31年3月

1月

2月

＊親子登園

10：00～12：00
10日（木）・16日（水）

＊いちご組

10：00～12：00

22日（火）

＊親子登園

10：00～12：00
21日（木）・27日（水）

＊いちご組

10：00～12：00

14日（木）

3月
＊親子登園

10：00～12：00

18日（月）

＊いちご組

備

考

●いちご組：親子自由登園は1日10組の受け入れです。対象は1歳～3歳です。
（申込みは前月1日～開始日前日、平日の17：00までにお問い合わせください。）
●駐車場に限りがありますので、出来るだけお乗り合わせの上、お越しください。

10：00～12：00

5日（火）

美加の台2－28－1
℡63－2351

⑨

<幼稚園型認定こども園>

ひなぎく幼稚園
木戸1－5－8
℡52－3214

＊ぴよちゃんくらぶ（有料）

＊りすさんクラブ

＊りすさんクラブ

10日（水）サーキットあそび14：30～
16日（火）11：00～
23日（火）11：00～
30日（火）11：00～

＊りすさんクラブ
5日（水）ミニうんどう会14：30～
18日（火）11：00～
25日（火）11：00～

＊りすさん体操クラブと園庭開放

＊りすさん体操クラブと園庭開放

＊りすさんクラブ

14日（水）リズムあそび14：30～
20日（火）11：00～
27日（火）11：00～

＊りすさん体操クラブと園庭開放

12日（水）クリスマス会14：30～
18日（火）11：00～

＊りすさん体操クラブと園庭開放
5日（水）11：00～

7日（水）11：00～

＊りすさんクラブ

＊りすさんクラブ

15日（火）11：00～
22日（火）11：00～
29日（火）11：00～

＊りすさんクラブ

12日（火）11：00～
20日（水）おひなまつり14：30～
26日（火）11：00～

＊りすさん体操クラブと園庭開放

＊りすさん体操クラブと園庭開放

9日（水）11：00～

6日（水）11：00～

＊わくわくキッズ

＊わくわくキッズ

5日（火）11：00～
7日（木）人形劇11：00～
19日（火）11：00～

＊りすさん体操クラブと園庭開放
13日（水）11：00～

3日（水）11：00～

12日（水）11：00～

⑩ <幼稚園型認定こども園>
清教学園幼稚園
西代町9－11
℡53－3917
Mail:kg-ccs@seikyo.ed.jp
子育て支援プログラム
予約フォームＱＲコード

＊わくわくキッズ

＊わくわくキッズ

7日（金）、20日(木）、21日（金）
『アンパンマンとミニ運動会☆☆』

＊ベビーCLＵＢ

＊わくわくキッズ

5日（金）、12日(金）、15日（月）
『みんなで秋を見つけてみよう♪』

＊ベビーCLＵＢ

《こっこクラス》4日（火）、12日（水）
《ぴよぴよクラス》11日（火）、19日（水）

＊絵本ルーム

＊幼稚園造形展

《こっこクラス》9日（火）、23日（火）
《ぴよぴよクラス》16日（火）、30日（火）

＊室内・園庭開放10：00～11：30
26日（水）

24日（水）『リトミックで遊ぼう』
※変更になる場合がありますので、HPにて
ご確認ください。

《こっこクラス》4日（火）、12日（水）
《ぴよぴよクラス》11日（火）、18日（火）

《こっこクラス》14日（水）、21日（水）
《ぴよぴよクラス》20日（火）、27日（火）

＊絵本ルーム

3日（水）

＊絵本ルーム
5日（水）パーティー

＊室内・園庭開放10：00～11：30

7日（水）

＊絵本ルーム

3日（月）、14日(金）、17日（月）
『わくわくメリークリスマス☆』

＊ベビーCLＵＢ

10日（土）

＊ベビーCLＵＢ

＊ベビーイベント

5日（水）

＊わくわくキッズ

19日（月）、26日(月）、30日（金）
『小麦粉粘土で何ができるかな？』

19日（水）

28日（水）

<幼稚園型認定こども園>

大阪千代田
短期大学
附属幼稚園
楠町西1090
℡53－5283

＊ぽっぽクラブ（有料）

＊園庭開放（毎週木曜日）
＊ちびっこ広場（親子のふれあい遊び）
10：00～11：00（9：30受付）要予約
・14日（金）ミニミニ運動会
・26日（水）秋に親しもう♪

<幼稚園型認定こども園>

おしお幼稚園
南花台1－27－1
℡64－1122

＊ちびっこ広場（親子のふれあい遊び）

＊ちびっこ絵本の広場
（親子ふれあい広場）
10:00～11：00（9:30受付け）要予約
5日（金）、19日（金）

<幼稚園型認定こども園>

くすのき幼稚園
⑫

末広町623－23
℡65－1167

＊絵本ルーム

24日（木）『布絵本作り』
※変更になる場合がありますので、HPにて
ご確認ください。

＊絵本ルーム

6日（水）

6日（水）

＊室内・園庭開放10：00～11：30
27日（水）

＊絵本ルーム

《こっこクラス》5日（火）、13日（水）
《ぴよぴよクラス》12日（火）、19日（火）

＊室内・園庭開放10：00～11：30
20日（水）

＊ちびっこ広場（親子のふれ合い遊び）
（10：00～11：00（9：30受付）要予約）
・9日（金）お芋掘り（実費負担）
・20日（火）体操のコーチと遊ぼう！
＜パラバルーン＞
28日（水）ミニ画伯になろう♪

＊ちびっこ絵本の広場

＊ぽっぽクラブ（有料）

＊ぽっぽクラブ（有料）

週１回コース：木曜日
週２回コース：木曜日と月曜日
時間：9：30～13：00
※ただし入会月は9：30～11：30です
◎入会月以外全日給食
（自園給食、アレルギー対応）

＊園庭開放（毎週木曜日）

週１回コース：木曜日
週２回コース：木曜日と月曜日
時間：9：30～13：00
※ただし入会月は9：30～11：30です
◎入会月以外全日給食
（自園給食、アレルギー対応）

＊園庭開放（毎週木曜日）

＊ぽっぽクラブ（有料）
週１回コース：木曜日
週２回コース：木曜日と月曜日
時間：9：30～13：00
※ただし入会月は9：30～11：30です
◎入会月以外全日給食
（自園給食、アレルギー対応）

＊園庭開放（毎週木曜日）

10：00～お昼頃

10：00～お昼頃

10：00～お昼頃

10：00～お昼頃

＊ちびっこ広場

＊ちびっこ広場

＊ちびっこ広場

＊ちびっこ広場

・1日（土）幼稚園の製作展にご招待♪
・8日（土）バザー
・12日（水）Let's dancing！
・19日（水）クリスマス会
・26日（水）年賀状作り

＊ちびっこ絵本の広場

10:00～11：00予約不要
2日（金）、16日（金）

10:00～11：00予約不要
7日（金）

・9日（月）お正月遊び
・23日（水）雪、雪ふれふれ♪

1日（金）節分遊び＆製作

＊ちびっこ絵本の広場

＊ちびっこ絵本の広場

10:00～11：00（9:30受付け）要予約
8日（金）、22日（金）

10:00～11：00予約不要
11日（金）・25日（金）

・1日（金）おひなさま製作
・13日（水）手作りおもちゃ
・22日（金）春休みお楽しみ会
・27日（水）すくすくメモリー

＊園庭開放日（月1回程度）

＊園庭開放日（月1回程度）

＊園庭開放日（月1回程度）

＊園庭開放日（月1回程度）

＊園庭開放日（月1回程度）

＊園庭開放日（月1回程度）

＊2歳児預かり保育(おしおバンビ)

＊2歳児預かり保育(おしおバンビ)

＊2歳児預かり保育(おしおバンビ)

＊2歳児預かり保育(おしおバンビ)

＊2歳児預かり保育(おしおバンビ)

＊2歳児預かり保育(おしおバンビ)

＊音楽フェスティバル (南花台小学校にて) ＊おもちつき会(新入園児)

22日(土) 9：00～12：00

※音楽・劇の発表
3日(土)午前の部・午後の部

＊キッズガーデン(未就園児教室)

＊未就園ミニ運動会（無料）

毎月1回（下旬）

＊子育て支援

＊製作展

＊クリスマス会(新入園児)

＊第2回体験入園(新入園児)

＊幼稚園で遊ぼう！（無料）
毎月1回（下旬）

＊子育て支援

＊幼稚園で遊ぼう！（無料）
毎月1回（下旬）

＊子育て支援

＊子育て支援

＊幼稚園で遊ぼう！（無料）
毎月1回（下旬）

＊幼稚園で遊ぼう！（無料）
毎月1回（下旬）

＊子育て支援

＊幼稚園で遊ぼう！

●幼稚園で遊ぼう！：毎月実施日の8日前までにお申込みください。
●子育て支援：毎週水曜日 10：00～11：00（就学前相談会）
対象：就学前（0歳児～5歳児）のお子様と保護者
事前にお電話でお申込みください。
●未就園児ミニ運動会は、8月24日までにホームページまたは、電話でお申し込みください。
●保育見学会は、9月6日（木）までに、園に電話でお申し込みください。

3月はありません

＊子育て支援

＊子育て支援

＊保育見学会
13日（木）

※行事の日時や内容など詳しいことは、幼稚園にお問い合わせください。 ※都合により行事の日時や内容が変更になることもありますので、あらかじめご了承ください。 ※この一覧表は、各幼稚園からのアンケートを元に子ども・子育て総合センターあいっくが作成しています。

⑧ えぴーく幼稚園
63-2351

●利用無料・詳細は園までお問い合わせ下さい。
●園見学は随時受付中（要電話予約）
●2歳児預かり保育は予約が必要（有料）
●キッズガーデンは参加無料(要事前登録)
●いずれの行事も参加・見学無料
●運動会は未就園児参加競技(かけっこ)あり

＊第1回体験入園(新入園児)
＊幼稚園で遊ぼう！（無料）

１日（土）

●ぽっぽクラブ（有料）：入会月以外全日給食全日給食 （自園給食、アレルギー対応）の
午後まで保育です。
2016年1月より全日給食で、午後保育が始まりました。
出来たてホカホカの自園給食で、在園児と同じメニューが食べられます。
2歳のお誕生日月から入会して頂けます。※ただし入会月は9：30～11：30です。
見学をして頂けますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
合わせて園見学も随時行っています。ご希望の方はお申し出ください。
●ちびっこ広場（親子のふれ合い遊び）：（10：00～11：00（9：30受付）要予約）
●必ず予約をお願します。（電話可）
毎回の発育測定の記録もよい思い出となりますよ！
季節に応じたうたや遊び、製作なども取り入れていますのでぜひ親子でお楽しみ下さい。
楽しい企画が盛りだくさん♪詳しくは月一回発行の未就園児だよりをご覧ください。
●アットホームな雰囲気の中で、子育ての話もしています。
※南河内・河内長野に暴風・大雨・洪水・大雪などいずれかの警報が発令されている時は
中止とします。その際、幼稚園からの連絡はいたしませんのでよろしくお願いします。

10:00～11：00予約不要
8日（金）

＊2歳児預かり保育(おしおバンビ)
＊運動会(南花台中学校にて)

●わくわくキッズ＜無料＞：予約制（各回定員25名）、対象：2歳～の未就園児とその保護者
月3回（月・金曜日）10：30～11：30《受付10:00～》
持ち物：上靴(お子様と保護者の方）・上靴袋・水筒
●ベビーCLＵＢ＜無料＞：予約制（各回定員25名）
《ぴよぴよクラス》月2回10：30～11:30《受付10:00～》
対象：0歳～１歳ぐらいまでの赤ちゃんとその保護者
《こっこクラス》月2回10:30～11:30 《受付10:00～》
対象：１歳ぐらい～２歳未満までの赤ちゃんとその保護者
●絵本ルーム＜無料＞：予約制（各回定員25名）
月１回（水曜日）10：30～11：30《受付10:15～》
対象：１歳～の未就園児とその保護者
●室内・園庭開放：予約制
月１回（水曜日）10:00～11:30 ※各回定員25名
対象：未就園児とその保護者
【お願い】
・初めて参加される方は、携帯・パソコンから当園ホームページの子育て支援登録フォーム
よりお申し込み下さい。
・ご予約は幼稚園ホームページよりお願いします。

＊ちびっこ絵本の広場

＊園庭開放日（月1回程度）

※ミニ運動会
26日(水) 14：30～15：30

⑬

週１回コース：木曜日
週２回コース：木曜日と月曜日
時間：9：30～13：00
※ただし入会月は9：30～11：30です
◎入会月以外全日給食
（自園給食、アレルギー対応）

＊園庭開放（毎週木曜日）

10：00～お昼頃

・13日（土）幼稚園の運動会にご招待♪
・30日（火）体操のコーチと遊ぼう！
＜サーキット＞

10:00～11：00予約不要
7日（金）、21日（金）

＊ぽっぽクラブ（有料）

週１回コース：木曜日
週２回コース：木曜日と月曜日
時間：9：30～13：00
※ただし入会月は9：30～11：30です
◎入会月以外全日給食
（自園給食、アレルギー対応）

＊園庭開放（毎週木曜日）

10：00～お昼頃

＊ちびっこ絵本の広場

⑫

＊ぽっぽクラブ（有料）

週１回コース：木曜日
週２回コース：木曜日と月曜日
時間：9：30～13：00
※ただし入会月は9：30～11：30です
◎入会月以外全日給食
（自園給食、アレルギー対応）

＊園庭開放（毎週木曜日）

10：00～お昼頃

＊ベビーイベント

＊ベビーCLＵＢ

《こっこクラス》13日（水）、20日（水）
《ぴよぴよクラス》19日（火）、26日（火）

30日（水）

＊ぽっぽクラブ（有料）

週１回コース：木曜日
週２回コース：木曜日と月曜日
時間：9：30～13：00
※ただし入会月は9：30～11：30です
◎入会月以外全日給食
（自園給食、アレルギー対応）

＊ベビーCLＵＢ

《こっこクラス》15日（火）、22日（火）
《ぴよぴよクラス》16日（水）、29日（火）

1日（金）、4日(月）、18日（月）
『わくわくサーキットみんなでおいでよ♪』

＊室内・園庭開放10：00～11：30

31日（水）

⑪

＊ベビーCLＵＢ

＊わくわくキッズ

15日（金）、18日(月）、25日（月）
『Hello♪みんなでEnglish♪』

9日（水）

＊室内・園庭開放10：00～11：30

＊室内・園庭開放10：00～11：30

11日（金）、18日(金）、25日（金）
『わくわくハッピーニューイヤー!!』

●ぴよちゃんくらぶ（有料）
※詳細は園までお問い合わせくだい。お母さんとはなれて尐しづつ集団に慣れていただけ
ます。
※ホームページ有・見学随時受け付けします。
●りすさんクラブ、りすさん体操クラブ：1歳以上の未就園のこどもとその保護者です。
●りすさんクラブ：参加費無料・予約不要
●りすさん体操クラブ：参加費無料・予約不要・指導は幼児体育指導員
※りすさんクラブ、りすさん体操クラブとも、室内で行います。
上ぐつがあれば持って来て下さい。

⑨ ひなぎく幼稚園
52-3214

⑪ 大阪千代田短期大学

⑩ 清教幼稚園
53-3917

附属幼稚園 53-5283

⑫ おしお幼稚園
64-1122

⑬ くすのき幼稚園
65-1167

⑬ くすのき幼稚園
65-1167

