平成29年度 下半期 市内幼稚園・保育園 園庭開放情報
幼稚園名・保育園名
かたばみ幼稚園
℡ 572-4776
中２－６

国立音楽大学附属幼稚園
℡ 572-3533
中１－８－２５

10

月

11

月

12

月

平成29年10月現在/国立市子ども家庭支援センター

1

月

2

月

・10（火）14：30～16：30
制作・運動遊び
パネルシアター等

・11（土）10：00～11：30
制作・運動遊び
エプロンシアター等

・12（火）14：30～16：00
制作・運動遊び
ペープサート等

・16（火）14：30～16：00
制作・運動遊び
エプロンシアター等

・3（土）10：00～11：30
制作・運動遊び
パネルシアター等

・25日（水）13:45～14:45
リトミック＆園庭開放

・22日（水）13:45～14:45
リトミック＆園庭開放

・16日（土）11:00～12:00
冬の親子コンサート

・17(水）13:45～14:45
リトミック＆園庭開放

・7(水)13:45～14:45
作って遊ぼう＆園庭開放

*9/25より予約可能

*10/23より予約可能

*11/16より予約可能

*12/11より予約可能

*1/10より予約可能

3

月

・28(水)13:45～14:45
リトミック＆園庭開放

＊要予約・上履き、靴袋持参
＊2～3歳児親子対象 50組

*1/29より予約可能

小百合幼稚園
・毎週土曜日10:00～14:00

℡ 576-0100
中１－１７－９

東立川幼稚園
℡ 522-4918
北３－３７－４

・21（土）9:00～11:30
園庭開放

・11（土）9:00～11:30
園庭開放
ワークショップ 10:00～11:30
「紙であそぼう」

国立文化幼稚園

つぼみ幼稚園

幼児教室 風の子
℡ 576-4898
富士見台３－７

国立ふたば幼稚園
℡ 577-1128
西1-16-13

・18(水)14:00～15:00
園庭開放

・8(水)14:00～15:00
園庭開放

・4(水)10:00～11:20
園庭開放＆プチおたのしみ会

・15(水)10:00～11:20
園庭開放＆プチおたのしみ会

*雨天中止

*雨天中止

・27(金)10:30～12:00
園庭開放

・17(金)10:30～12:00
園庭開放

ママの森幼稚園
℡ 572-3911
東4-2-22

園

庭

開

放

※子

和光保育園
℡ 580-0843

・7(土)午前

東２－２－１

親子で楽しむ運動会

きたひだまり保育園

・16(月)10:00～11:00
在園児と園庭遊び
・23(月)10:00～11:00
在園児と園庭遊び

℡ 580-0781
北3-42-1

＊長期休暇時期は時間変更あり。園の行事や都合により、実施しない日もあります。

・16（土）9:00～11:30
園庭開放

・27（土）9:00～11:30
園庭開放

(地域の小学校で)
*要予約

・17（土）9:00～11:30
園庭開放
保育セミナー 10:00～12:00

・10(土)9:00～11:30
園庭開放

詳細未定

・4（土）10：00～12：00
園庭開放・作品展

℡ 573-0238
谷保２１７

℡ 576-3817
富士見台４－５１－１

園庭開放

・17（土）10：00～12：00
園庭開放・作品展

・12(火)10:30～12:00
ホール開放

10/2(月)～3/16(金)までの月～金

14：30～16：00

・17(水)14:00～15:00
園庭開放

・28(水)14:00～15:00
園庭開放

・24(水)10:30～12:00
ホール開放

・22(木)10:30～12:00
ホール開放

(12/16(土)～1/9(火)はお休みです。3/19(月)から芝生の養生のためお休みです。)

＊初めて参加される方は名札をお渡ししますので声をかけて下さい。
育
て
相
談
9：30～17：00
年間通じて対応いたします。電話で予約をお願いします。

・9（木）10：00～11：30
保育所体験と施設見学
・6(月)10:00～11:00
在園児と園庭遊び
・18(土)10:00～11:00
在園児とホール遊び
・20(月)10:00～11:00
在園児と園庭遊び

・4(月)10:00～11:00
在園児と園庭遊び
・16(土)10:00～11:00
在園児とホール遊び
・18(月)10:00～11:00
在園児と園庭遊び

・15(月)10:00～11:00
在園児と園庭遊び
・20(土)10:00～11:00
在園児とホール遊び

・5(月)10:00～11:00
在園児と園庭遊び
・19(月)10:00～11:00
在園児と園庭遊び

・5(月)10:00～11:00
在園児と園庭遊び
・19(月)10:00～11:00
在園児と園庭遊び

幼稚園名・保育園名
国立保育園
℡ 572-2717
北２－３０－１

国立あゆみ保育園
℡ 576-3755
谷保６２８６－２
*要予約

北保育園
℡ 577-8477
北３－１－１
*全日とも雨天時は中止

向陽保育園
℡ 575-3105
谷保６７４６

10

月

11

月

12

月

・18(水)10:00～11:00
園庭開放 ＊雨天中止
・25(水)10:00～11:00
園庭開放 ＊雨天中止
・日程未定10:30～
青空保育（北第一公園）

・毎週水曜日10:00～11:00
園庭開放 ＊雨天中止
・日程未定10:30～
青空保育（北第一公園）
・11(土)10:00～11:00
保育所体験（ホール）

・毎週水曜日10:00～11:00
園庭開放 ＊雨天中止
・9(土)10:00～11:00
保育所体験（ホール）
・日程未定10:30～

・26(木)10:00～11:30
保育所体験・誕生会
・27(金)10:30～11:30
あゆみプレママ広場

・16(木)10:00～11:30
保育所体験・誕生会
・25(土)11:00～14:00
あゆみまつり
・8(水)10:30～11:30
あゆみプレママ広場

・18(水)10:30～11:30
園庭開放
・25(水)10:30～11:30
園庭開放

・1(水)10:30～11:30
園庭開放
・22(水)10:30～11:30
園庭開放

1

月

2

月

3

月

・毎週水曜日10:00～11:00
園庭開放 ＊雨天中止
・13(土)10:00～11:00
保育所体験（ホール）

・毎週水曜日10:00～11:00
園庭開放 ＊雨天中止
・10(土)10:00～11:00
保育所体験（ホール）

・毎週水曜日10:00～11:00
園庭開放 ＊雨天中止
・10(土)10:00～11:00
保育所体験（ホール）

・14(木)10:00～11:30
保育所体験・誕生会
・21(木)10:00～11:30
保育所体験・クリスマス会
・6（水）10:30～11:30
あゆみプレママ広場

・10(水)10:00～11:30
保育所体験・新年の集い
・18(木)10:00～11:30
保育所体験・誕生会
・17(水)10:30～11:30
あゆみプレママ広場

・1(木)10:00～11:30
保育所体験・節分の集い
・22(木)10:00～11:30
保育所体験・誕生会
・21(水)10:30～11:30
あゆみプレママ広場

・15(木)10:00～11:30
保育所体験・誕生会

・13(水)10:30～11:30
園庭開放

・17(水)10:30～11:30
園庭開放

・14(水)10:30～11:30
園庭開放
・21(水)10:30～11:30
園庭開放

・14(水)10:30～11:30
園庭開放

・26(木)10:00～11:00
保育所体験・園庭開放

・12(火)10:00～11:00
保育所体験・園庭開放

・17(水)10:00～11:00
保育所体験・園庭開放

*雨天時はプレイルームであそびます。

*雨天時はプレイルームであそびます。

*雨天時はプレイルームであそびます。

・19(火)10:00～11:00
クリスマス会

・11(木)10:00～11:00
新年の集い

青空保育（北第一公園）

*要予約・先着10組

国立あおいとり保育園
℡ 572-1154
泉５－２－１

・26(木)10:00～11:00
園近隣の公園へお散歩

・2(木)10:00～11:00
木の実を使って楽しく工作！

どんぐりや松ぼっくりを使って親子で工作 サンタクロースに会えるかも

・1(木)10:00～11:00
節分の集い（豆まき）

身近な材料を使って手作りおもちゃ教室

・6(火)10:00～11:00

・5(月)10:00～

・5(月)10:00～

一緒に遊びましょう

・13(月)10:00～11:00
妊娠中・出産前後のパパ・ママ対象
一緒におしゃべりしましょう

春光保育園

・10(火)10:00～

℡ 572-0528
西２－１４－１

保育所体験「わくわく」親子リトミック 保育所体験「わくわく」あそびの会 保育所体験「わくわく」親子リトミック 保育所体験「わくわく」一緒にあそぼう保育所体験「わくわく」一緒にあそぼう保育所体験「わくわく」ミニシアター

公立なかよし保育園※
℡ 572-8011
富士見台2-46

・6(月)10:00～

・4(月)10:00～

・9(火)10:00～

・16(月)10:30～

・13(月)10:30～

・12(月)10:30～

お出かけ保育「にこにこ」/中ふれあい公園

お出かけ保育「にこにこ」/中ふれあい公園

お出かけ保育「にこにこ」/中ふれあい公園

・7(土)10:00～11:00(雨天時は14日に延期) ・7(火)10:30～12:00

運動会（種目用意）*申し込み不要
・20（金)9：30～11：00
あそぼう会(園庭遊び)

芋煮会

・14(木)9:30～11:00
あそぼう会(室内・園庭遊び)

28(火)9:30～11:00
大きくな～れ（身体計測）・園庭あそび

・18(木)9:30～11:00
あそぼう会(室内・園庭遊び)
・30(火)9:30～11:00
大きくな～れ（身体計測）・園庭遊び

*要予約15組

公立矢川保育園※
℡ 575-3177

・26（木）10：00～11：30
あそぼう会（食育）*要予約8組

谷保6800-2

※離乳食を完了したお子さん

公立西保育園※

・11（水）10：00～
大きくなーれ（身体測定）
・31（火）9:30～
食育地域交流(パクパクデー)

・7（火）15：20～16:00
焼き芋 *雨天中止
・15(水)10:00～11:00
園庭開放

・１（金）9：30～
室内あそび
・15（金）10：00～
大きくなーれ（身体測定）

・18（木）9：30～
室内あそび（小麦粉粘土）

・7日（水）10:00～
大きくなーれ（身体測定）

・26（木）9：30～11：00
おおきくなぁれ（身体計測）

・7（火）10：15～11：45
芋煮会

・12（火）9：30～11：00
おおきくなぁれ（身体計測）
・19（火）9：30～11：00
室内あそび

・16（火）9：30～11：00
室内あそび

・6（火）9：30～11：00
おおきくなぁれ（身体計測）

℡ 576-7217
富士見台3-45-1
*要予約15組

公立東保育園※
℡ 572-8555
富士見台1-45-17
*要予約15組

・17（金）9：30～11：00
園庭あそび/おおきくな～れ（身体計測）
*要予約10組

・12（火）9：30～11：00
あそぼう会（ごっこあそび）
*要予約10組

・23（火）9：30～11：00
園庭あそび/おおきくな～れ（身体計測）
*要予約10組

※ 公立保育４園では、あそぼう会、園庭開放の際に保育士、保健師、栄養士による育児相談・栄養相談を行っております。ご予約の上、お気軽にご相談ください。
♪ 予定は変更になることがありますので、お出かけ前に各園にご確認下さい。

