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【市立保育園】

保育園名 開設日 センター訪問日
（雨天実施） 開設時間

①久津川保育園
　☎（52）4864 毎週水曜日（雨天中止） 第２水曜日 10：00～11：30

②久　世保育園
　☎（52）4369

毎週火曜日（雨天実施）
※�６月の２週目は月曜日、11
月の２・３週目は水曜日

第４火曜日 ９：30～11：00

③鴻の巣保育園
　☎（55）9191 毎週火曜日（雨天翌日） 第１金曜日

※11月は10日（金） ９：30～11：30

④今　池保育園
　☎（53）2800 毎週木曜日（雨天実施） 第１木曜日 10：00～11：30

⑤青　谷保育園
　☎（52）1039 毎週月曜日（雨天実施） 第１火曜日 10：00～11：30

【私立保育園】
保育園名 開設日 開設時間

⑥清　仁保育園
　☎（53）1300

６/９（金）・６/23（金）、７/７（金）・７/21
（金）・☆７/22（土）、９/８（金）・９/22（金）、
☆10/14（土）、11/10（金）・11/24（金）
� （雨天実施　※10/14は雨天順延）

10：00～11：30

⑦くぬぎ保育園
　☎（52）1662

６/17（土）、７/22（土）、９/30（土）、10/21
（土）、11/29（水）� （雨天実施）10：00～12：00

⑧清　心保育園
　☎（55）0230

６ /13（火）、☆７ / ８（土）・７ /11（火）、９
/12（火）、☆10/７（土）・10/10（火）、11/14
（火）（雨天実施　※７/８、10/７は雨天順延）
●毎月第２・第４土曜日は園庭開放

９：30～11：00

⑨里の西保育園
　☎（55）0243

６/６（火）・６/20（火）、７/４（火）・７/18
（火）、８/１（火）・８/15（火）、９/５（火）・
９/19（火）、10/３（火）・10/17（火）、11/
７（火）・11/21（火）� （雨天実施）
●10/８（日）運動会（未就園児も参加可）
●毎月第２・第４土曜日は子育てサポート事
業（９/23（祝）、10/14（土）、11/11（土）除く）

９：00～12：00

⑩しいの木保育園
　☎（54）7556

６/24（土）、７/22（土）、９/30（土）、10/14
（土）、11/18（土）� （雨天実施）10：00～12：00

☆の開設日は、開設時間が異なりますので、各保育園へお問い合わせください

【市立幼稚園】� ＊は地域子育て支援センターの訪問日です
幼稚園名 開設日 開設時間

⑪富　野幼稚園
　☎（52）1009

６/８（木）・＊６/22（木）、７/20（木）・＊
７/27（木）、＊８/24（木）、＊９/28（木）、
10/14（土）・＊10/26（木）、11/９（木）・＊
11/30（木）� （雨天実施）

10：00～11：30

開設時間は開設日によって異なる場合がありますので、事前に各保育園・幼稚園
へお問い合わせください

　親子で、またはお孫さんとご一緒に、ぜひご参加ください。

☆０歳児さん集まれ！
６月７日（水）ベビーマッサージ
９月29日（金）� ベビーマッサージ

10月27日（金）
離乳食や栄養面・子育
てについての相談・指
導＊管理栄養士参加

11月16日（木）わらべうたあそび前期（生後６カ月まで）

11月24日（金）わらべうたあそび後期（生後７カ月～１歳）
☆１歳児さん集まれ！
６月９日（金）は・は・は　歯のケア
９月22日（金）親子で楽しむリトミック
10月17日（火）ミニサーキット
11月７日（火）親子で楽しむ運動あそび
☆２歳児さん集まれ！
６月28日（水）は・は・は　歯のケア
７月18日（火）親子で楽しむ運動あそび
９月５日（火）親子で楽しむ運動あそび

６月24日（土）パパとあそぼう！～親子ビクス～

６月30日（金）
“貴方にあった”
～だっことおんぶの
方法を学ぼう～

７月５日（水）講演「おっぱいケア」

７月13日（木）チャレンジ！フラダンス　リフレッシュフラ
９月８日（金）心ゆったりヨガ
11月１日（水）親子で楽しむ
11月９日（木）絵画あそび

開催時間 10：30～11：30

開催場所 地域子育て支援センター「ひなたぼっこ」あそびのひろば日程　（６月～ 11 月）

ひなたぼっこ事業のご案内　（６月～ 11 月）

０歳児さん集まれ！「ベビーマッサージ」

１歳児さん
集まれ！
「戸外遊び」
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※各施設へお越しの際は、公共交通機関をご利用ください。
　また、お近くの人は、徒歩でお越しください

ひなたぼっこの駐車場は台数に限り
がありますので、城陽さんさんバス
（鴻ノ巣山運動公園近鉄寺田線）を
ご利用ください（深谷郵便局バス停
から徒歩約３分）

市内保育園・市立幼稚園案内MAP

深谷郵便局
バス停

深谷郵便局

地域子育て支援センター
「ひなたぼっこ」

コンビニ
友ヶ丘バス停

正門

裏門
深谷小学校

場所の詳細は右図「市内保育園・市立幼稚園案内MAP」の番号をご覧ください
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この広報紙は再生紙および植物油インキを使用しています 子どもの虐待に気づいたら　児童相談所全国共通ダイヤル　☎１８９（いち はや く）

～世代を超えて支え合う輪を広げよう～
「お互いさま」で気持ち良く、助け合い、支え合う中で広がる輪

日　　　時 講　座　内　容 場　　　所
６月10日（土）
10：00～11：00

“魔法の箱”カホン演奏＆歌ってあ
そぼう！ 里の西保育園

６月13日（火）
10：30～11：30 講演「絵本を楽しもう」 地域子育て支援センター

「ひなたぼっこ」
６月22日（木）
10：30～11：30

“Let's！はみがき”＆ケコ姉さん
のミュージックショー 富野幼稚園

９月１日（金）
10：30～11：30 人形劇 鴻の巣保育園

９月７日（木）
10：30～11：30 人形劇 今池保育園

９月19日（火）
10：30～11：30 楽しいお話＆マジックショー 鴻の巣会館

10月14日（土）
10：30～11：30

♪歌って踊って、ほっと一息つき
ましょう♪ みんなのお楽しみ会 ぱれっとJOYO

10月21日（土）
10：00～11：00

～マリンバの音色に誘われて～
マリンバコンサート 福祉センター

11月７日（火）
10：30～11：30

“貴方にあった”
～だっことおんぶの方法を学ぼう～青谷保育園

11月16日（木）
10：30～11：30

バルーンおじさんと一緒に楽しむ、
ちっちゃなお話劇場 今池コミセン

11月29日（水）
10：30～11：30

♪みんなで歌おう♪
おひさまさんさんコンサート くぬぎ保育園

開催園
開催時間 開催日 内容

久津川保育園
10：30～11：30

６月14日（水）
（年齢別での交流会）わいわいトークを楽しもう

10月11日（水） 離乳食や栄養面・子育てについて
の相談・指導　＊管理栄養士参加

久世保育園
10：00～11：00

６月27日（火） わいわいトークを楽しもう

10月24日（火） 離乳食や栄養面・子育てについて
の相談・指導　＊管理栄養士参加

鴻の巣保育園
10：30～11：30

６月２日（金） わいわいトークを楽しもう
７月７日（金） 骨盤ヨガでリフレッシュ！

11月10日（金） 離乳食や栄養面・子育てについて
の相談・指導　＊管理栄養士参加

今池保育園
10：30～11：30 ６月１日（木） 骨盤ヨガでリフレッシュ！

青谷保育園
10：30～11：30

６月６日（火） わいわいトークを楽しもう

10月３日（火） 離乳食や栄養面・子育てについて
の相談・指導　＊管理栄養士参加

富野幼稚園
10：30～11：30

前期（生後６カ月まで）

７月27日（木） 離乳食や栄養面・子育てについて
の相談・指導　＊管理栄養士参加

後期（生後７カ月～１歳）

９月28日（木） 離乳食や栄養面・子育てについて
の相談・指導　＊管理栄養士参加

10月26日（木） 骨盤ヨガでリフレッシュ！

開 催 日
６月１日（木）
７月６日（木）
９月７日（木）
10月５日（木）
11月２日（木）

開催時間 10：30～11：30

開催場所
地域子育て支援センター
「ひなたぼっこ」

開 催 日
６月21日（水）
７月19日（水）
９月20日（水）
10月18日（水）
11月15日（水）

にこにこ楽団がやって来る！
９月15日（金）
秋のコンサート
11月21日（火）

　「ひなたぼっこ」に初めて行った日の事を今でもよく覚えています。当
時私はまだ城陽に引っ越してきたばかりで何もわからず、子育ても初めて
でとても不安でした。そんな時にできたばかりの施設「ひなたぼっこ」の
存在を知り、ドキドキしながら行くことにしました。中では職員のみなさ
んが笑顔で迎えてくださって、いろいろ教えていただき、設備もとても素
敵で感激しました。
　何回か行くうちに顔見知りの方が増え「あそびのひろば」で出会う方も
おられ、すぐにママ友がたくさんできました！！
　今では同じ校区のママ友もでき、お互いの家に遊びに行くようにもなり
ました。その後、「ひなたぼっこ」に通ったおかげで子どもが滑り台を滑
れるようになったり、恥ずかしがり屋だったのに、職員のみなさんに自分
から手を振ったりと、成長が目に見えてわかり、とても嬉しかったです。
　ママ友に聞いても、ここまで「あそびのひろば」等、子育て支援事業が
充実している市はないと言いますし、私もそう思います。何もわからず城
陽に引っ越してきましたが、今では本当に良かったなと思っています。
　また、土曜日に遊びに行かせてもらいますね！

子育て支援講座のご案内
（６月～11月）

子育て支援講座のようす

“ひなたぼっこ
”に感謝!! ～ママからの手紙～

「骨盤ヨガでリフレッシュ！」 ヴァイオリン＆
　ピアノコンサートによる
� 「秋のコンサート」

多世代交流事業
� 「体幹回復ストレッチ」

多世代交流事業のご案内
小さいお子さんも高齢のみなさんと一緒に！

【歌ってあそぼう！】【体幹回復ストレッチ】

みんなで歌って楽しくリフレッシュ!

和やかなひとときを過ごしましょう！

椅子に座ってできるストレッチ!

０歳児親子の交流会 （６月～１１月）

子どもワンダーニュース

　ひなたぼっこでは、子育て中のみなさんに、さまざまな情報を
提供するため、２カ月に１回「子どもワンダーニュース」を発行
しています。
＊�配布場所は、市内全ての保育園、富野幼稚園、コミセン、文
化パルク城陽プレイルーム、図書館、保健センター、ぱれっ
とJOYO、子育て支援課などです
☆次回の発行は７月１日（土）の予定です

子育てサークルを紹介します！

　ひなたぼっこでは、市内で活動さ
れている子育てサークルを紹介しま
す。
　詳しくは地域子育て支援センター
☎（55）9260へお問い合わせください。

公園で一緒に遊びましょう！

　ひなたぼっこの職員が公園を訪問
します。
　訪問する公園や日程は「子どもワン
ダーニュース」でお知らせしています。
ご覧いただき、ぜひお越しください。


