平成30年度 上半期市内幼稚園・保育園 園庭開放情報
幼稚園名・保育園名
かたばみ幼稚園

4月
・24（火）14：30～16：30

５

月

６

・12（土） 10：00～11：30

月

・12（火）14：30～16：30

℡ 572-4776
中２－６

国立音楽大学附属幼稚園 ・4（水）13：45～14：45
℡ 572-3533
園庭開放＆歌遊び
中１－８－２５
＊予約3/9～
＊要予約・上履き、靴袋持参
＊2～3歳児親子対象 50組
･18（水）13：45～14：45
園庭開放＆歌遊び
＊予約4/3～

･9（水）13：45～14：45
園庭開放＆歌遊び
＊予約4/16～

平成３０年4月現在/国立市子ども家庭支援センター

７

月

８

月

９

月

・3（火）14：30～15：30
七夕
･10（火）14：30～16：30

･11（火）14：30～16：30

・7（土）11：00～12：00
夏の親子コンサート
＊予約6/15～

･5（水）13：45～14：45
リトミック＆園庭開放
＊予約7/17～

･23（水）13：45～14：45
リトミック＆園庭開放
＊予約5/7～

・26（水）13：45～14：45
園庭開放＆歌遊び
＊予約9/4～

小百合幼稚園
℡ 576-0100
中１－１７－９

東立川幼稚園
℡ 522-4918
北３－３７－４

園 庭 開 放
毎週 土曜日 10：00～14：00
*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。
･21日（土）9：00～11：30
園庭開放

・19（土）9:00～11：30
園庭開放

国立文化幼稚園
℡ 573-0238
谷保7-10-2

つぼみ幼稚園
℡ 576-3817
富士見台４－５１－１

国立富士見台団地
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
ママの森幼稚園
℡ 572-3911
東4-2-22

和光保育園

℡ 580-0781

北3-42-1

あじさい保育園
℡ 576-1300
富士見台4-10-6
アクトＳ国立ビル２階
＊0.1.2歳児
＊要予約 先着3組

・26日（木）～28日（土）
9：00～11：30
・30日（月）～31日（火）
・東立川保育セミナー10：00～12：00 9：00～11：30
（詳細は未定です）
未就園児対象 園庭開放
（プール遊び）
・16（土）
園庭開放・バザー

・15（土） 9:00～11：30
園庭開放
・東立川保育セミナー10：00～12：00
（詳細は未定です）
・25（土）
園庭開放

・20（水）14：00～15：00
園庭開放

・18（水）14：00～15：00
園庭開放

・5（水）14：00～15：00
園庭開放

・14（月）10：00～11：20
園庭開放＆プチおたのしみ会
＊雨天中止

・13（水）10：00～11：20
園庭開放＆プチおたのしみ会
＊雨天中止

・2（月）10：00～11：20
園庭開放＆プチおたのしみ会
＊雨天中止

・20（木）10：00～11：20
風の子まつり
電車ごっこ・宝さがしなど元気な風の
子のこどもたちといっしょにあそぼう！

・11(金）10：30～12：00
園庭開放
＊雨天中止

・14(木）10：30～12：00
園庭開放
＊雨天中止

・23（月） 10：30～12：00
2F運動場にて水遊び
＊雨天中止

・14（金）10：30～12：00
入園説明会 園内見学及び園庭開放
＊雨天園庭開放のみ中止

園庭開放 4／16（月）～7／13（金）までの月～金 14：30～16：30 土日なし
＊但し芝生育成中のため一部開放となります
＊4/1（日）～4/15（日）は春休み及び新年度のためありません
*7/21(土）～9/4(火）まで夏期保育のため園庭開放ありません
上半期は園庭開放はお休みです
･9日（月）10:00～11:00
在園児と園庭遊び
・21日（土）10:00～11:00
在園児とホール遊び
・23日（月）10:00～11:00
在園児と園庭遊び

・22（土）
園庭開放・新入園児説明会

・9（水）14：00～15：00
園庭開放

℡ 580-0843
東２－２－１

きたひだまり保育園

・21（土）9：00～11：30
園庭開放

･7日（月）10:00～11:00
在園児と園庭遊び
･19日（土）10:00～11:00
在園児とホール遊び
･21日（月）10:00～11:00
在園児と園庭遊び
･24日（木）9：30～10：45
保育所体験「まいまい」

＊子育て相談は1年間通じてお受けします 9：30～17：00 電話で予約をお願いします
･16日（土）10:00～11:00
･21日（土）10:00～11:00
･20日（月）10:00～11:00
在園児とホール遊び
在園児とホール遊び
在園児と園庭遊び
･25日（月）10:00～11:00
･23日（月）10:00～11:00
･25日（土）16:00～19:00
在園児と園庭遊び
在園児と園庭遊び
なつまつり
･20日（水）9：30～10：45
保育所体験「まいまい」

「お散歩に行こう！」＊雨天室内遊

「お散歩に行こう！」＊雨天室内遊

･30（水）10：00～11：30
プレママ･プレパパ体験会

･6日（水)、26日（火）10：00～11：30
プレママ･プレパパ体験会

･7日（土）15：00～16：00
あじさいまつり(園祭り）
｢縁日を楽しもう」
（要予約 先着6組）

・10（月）から 月～金 平日のみ
14：30～16：30
園庭開放

･3日（月）10:00～11:00
在園児と園庭遊び
・29日（土）10:00～11:00
在園児とホール遊び
･5日（水）9：30～10：45
保育所体験「まいまい」
｢モンテッソーリ教育」にふれてみよう

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

向陽保育園
℡ 575-3105
谷保６７４６
＊要予約先着10組

国立あおいとり保育園
℡ 572-1154
泉５－２－１
＊要予約5組

春光保育園
℡ 572-0528
西２－１４－１

公立なかよし保育園※
℡ 572-8011
富士見台2-46
＊要予約15組

4月
・4日（水）11日（水）
18日（水）25日（水）
10：00～11：00
園庭開放 ＊雨天中止
・14日（土）10:00～11：00
保育所体験（ホール）
・19（木）10：00～11：30頃
保育所体験 誕生会

５

月

・2日（水）9日（水）
23日（水）30日（水）
10：00～11：00
園庭開放 ＊雨天中止
・12日（土）10:00～11：00
保育所体験（ホール）
・16日（水）10:00～11：00
交通安全教室（ホール）
・17日（木）10：00～11：30頃
保育所体験 誕生会

６

月

・5（木）10：00～11：30頃
保育所体験 七夕の集い
･12日（木）10:00～11:30頃
・6日（水）20日（水） 10：30～11：30 保育所体験 7･8月の誕生会
・4（水）25(水）10：30～11：30
あゆみプレママ広場
あゆみプレママ広場

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

８

月

９

月

・8日（土）10:00～11：00
保育所体験（ホール）

・29（水）10：30～11：30
あゆみプレママ広場

・20日（木）10：00～11：30頃
保育所体験 誕生会

・26日（木）10：00～11：30頃
保育所体験 子どもの日の
集い

・16日（水）10：30～11：30
あゆみプレママ広場

・18日（水）
･25日（水）

・2日（水）
･23日（水）
・13日（水）
・9日（水）
・30日（水）
･20日（水）
・16日（水）
･27日（水）
時間：10：30～11：30→半期通して
内容:園庭、砂場、遊具での在園児との交流（大型絵本、体操、運動遊びなど参加型のものも企画）･雨天中止

･19日（木）10：00～11：00
保育所体験･園庭開放
＊雨天時はプレイルームで
遊びます

・8（火）10：00～11：00
・12（木）10：00～11：00
保育所体験･園庭開放
保育所体験･園庭開放
＊雨天時はプレイルームで遊びます ＊雨天時はプレイルームで遊びます
・5（火）9：30～11：00
向陽まつり＊要予約先着20組 ＊当日は歩いておこしください
＊予約開始5/28(月）14：00～6/1（金）14：00まで＊雨天時6/6に延期
・8日（火）10：00～11：30頃
・7日（木）10：00～11：30頃
・3日（火）10：00～11：30頃
・30日（火）10：00～11：30頃
・6日（木）10：00～11：30頃
新米ママ対象。母乳育児のコツ教え 園庭開放＆お楽しみ
新米ママ対象。母乳育児のコツ教え
七夕の集い
ママ下湧水へお散歩
ます！
･21日(木）10：00～11：30頃
＊雨天の場合は順延します。 ます！
パパ・ママのシール遊び
・29（火）10：00～11：30頃
安心、アロマの虫除け作り

･26日(木）10：00～11：30頃
保育士やお友達と一緒に
遊びましょう。

・14（月）10：00～11：00
保育所体験「わくわく」
一緒に遊ぼう
・21（月）10：30～11：00
お出かけ保育「にこにこ」
中ふれあい公園
・11日（金）9:30～11:00
あそぼう会
・29日（火）9:30～11:00
おおきくな～れ（身体計測）

・4（月）10：00～11：00
保育所体験「わくわく」
親子リトミック
・11（月）10：30～11：00
お出かけ保育「にこにこ」
中ふれあい公園
・27日（水）9:30～11:00
あそぼう会

℡ 575-3177
谷保6800-2
＊要予約10組
℡ 576-7217
富士見台3-45-1
＊要予約15組

月

・14日（木）10：00～11：30頃
保育所体験 誕生会

公立矢川保育園※

公立西保育園

７

・6日（水）20日（水）27日（水）
・4日（水）11日（水）
10：00～11：00
18日（水）25日（水）
園庭開放 ＊雨天中止
10:00～11:00
・9日（土）10:00～11：00
園庭開放 *雨天中止
保育所体験（ホール）
・14日（土）10:00～11：00
･11日（月）時間はＨ・Pをご覧ください。 保育所体験（ホール）
人形劇

・9日（水）9:30～１１：００
園庭あそび

・6日（水）9:30～11:00
どろんこあそび
・27日（水）10:00～11:00
園庭開放

・19日（水） 10：30～11：30
あゆみプレママ広場
・5日（水）
･12日（水）
･19日（水）

･2（月）10：00～11：00
保育所体験「わくわく」
水遊び

・5日（木）10:30～11:30
あそぼう会
・24日（火）10:30～11:45
おおきくな～れ（身体計測）
・2日（月）9:30～11:00
園庭開放
・23日（月）9:30～11:00
園庭開放
・18日（水）9:30～11:00
水あそび

･3（月）10：00～11：00
保育所体験「わくわく」
水遊び

・25日（土）17:30～19:00
なかよしまつり

・7日（金）9:30～11:00
あそぼう会
・21日（金）10:00～12:00
食育（離乳食を完了したお子さん）
＊8組まで
・1日（土）
夏まつり（6小体育館にて）

･22日（水）10:00～11:00
・10（月）10:00～11:00
園庭開放
園庭開放
・25日（土）17:30～19:00
夏まつり
＊雨天中止
・22日（火）9：30～11：00
・12日（火）9:30～11：00
・24日（火）9：30～11：00
・7日（火）9：30～11：00
・19(水) 10：00～11：30
園庭あそび
園庭遊び
水あそび
おおきくなぁれ（身体計測）
ごはんの話（食育）
・26日（火）9:30～11:00
プールあそび
おおきくなぁれ（身体計測）
・25日（土）16:45～18:30
夏まつり
＊雨天時は園児のみ
※ 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。

