
※ 日程など詳しい内容については、各保育所等にお問い合わせください。 Ｒ元年7月現在

市立忍ケ丘あおぞら
こども園(認定こども園)

畷たんぽぽ保育園
田原台ひまわりこども園

(認定こども園)

岡山三丁目2番11号 大字清瀧445番地の9 田原台七丁目1番7号

072-877-5560 072-878-7399 0743-78-0133

（月）～（金） (月）～（土） （月）～（土）

9:30～16:30 10:00～16:00 　　10：00～16：00

（月）～（金） （月）～（金） （月）～（金）

9:30～11:30 10:00～16:00 10:00～16：00

身体測定（月１回）
つどいの広場“たんぽぽ”

（月）～（土）

つどいの広場
“プチひまわり2nd”

（月）～（土）

身体測定　　　　　お話村
育児講座・身体測定

誕生会・カフェ

4月 交通安全教室 オリエンテーション

5月 地域運動会

6月 リズム交流

9月 AED講習

10月 運動会　・　やきいも いもほり.・やきいも・ミニ遠足 ハロウィン

11月 リズム交流

12月 クリスマス会 クリスマス会 クリスマス会・もちつき

1月 もちつき大会

2月 節分 節分（豆まき）

3月 ひなまつり お別れ会（クッキング）

その他

運動会　・　やきいも

クリスマス会

節分

ひなまつり

子育て中のお母さん、お父さん。毎日子育てに家事、
仕事にと大忙しですね。本当にご苦労様です。

子育てをする中で、しつけの方法や子どもの成長など
「これでいいのか」と不安になることはありません
か。
子どものタイプは様々で、育児書どおりにはなかなか
いきません。
昔から子育ては１人でするものではなく地域で一緒に
見守り育てていくものと言われています。

四條畷市内の保育所（園）、認定こども園、幼稚園で
は子育て中のお母さん、お父さんを地域でサポートで
きるように、子育て相談や季節折々の行事、みんなと
出会える親子教室、園庭開放、身体測定などそれぞれ
の園で取り組んでいます。
楽しい行事がたくさんあります。ぜひご参加してくだ
さい。

どうぞお気軽に近くの保育所（園）、認定こども園、
幼稚園にお越しください。

保育所・保育園名

住所

TEL

市立岡部保育所

砂一丁目8番13号

072-878-4408

子育て相談

保育所（園）・認定こども園・幼稚園の子育て相談・地域開放　一覧表

保育所(園)・認定こども園・幼稚園の子育て支援

園庭開放日・時間

行事

通年

　保育室開放(２回シリーズ）広報・HPでお知らせします。

（月）～（金）

9:30～16:30

（月）～（金）

9:30～11:30

身体測定（月１回）

　　親子教室
　　プチキッズ
　　来所子育て相談日
　　　　　　（月1回）予約制

どろんこ遊び(2回シリーズ)広報・HPでお知らせします。

7・8月
夏の夕べ

プール開放
プール開放

七夕お集まり会
サマーカーニバル

交通安全教室

夏の夕べ
プール開放

　保育室開放(２回シリーズ）広報・HPでお知らせします。

　　親子教室
　　来所子育て相談日
　　　　　　（月1回）予約制

　　子育て学習会・遊ぼう会
　　人形劇・青空遊ぼう会
　　保育参加・離乳食試食会
　　赤ちゃん会

　　　体操・リトミック・製作など

田原台 



畷アサヒヶ丘保育園
四條畷すみれ保育園

(認定こども園)
なわてすみれ園
(認定こども園）

畷すずらん保育園

南野六丁目9番70号 北出町11番7号 雁屋北町6番18号 米崎町7番26号

072-879-2003 072-878-5961 072-380-0748 072-863-1111

（月）～（金） （月）～（金） （月）～（土） （月）～（金）

　　9:00～17:00 9：00～17：00 10：00～16：30 　　9:30～16:30

毎週（木）※雨天　室内遊び （月）～（土） （月）～（土） （月）～（金）

10:00～11:30 10:00～11:30 9：00～12：00 10:00～11：30

身体測定（月１回） 身体測定（第3火曜日） 身体測定（月1回） 農園活動

4月

5月 子どもの日のつどい

6月 じゃがいも掘り 虫歯予防デー どろんこ遊び 世代間交流・歯ブラシ指導

9月 敬老会 運動会・いもほり 世代間交流

10月 運動会 やきいも やきいも いもほり・やきいも

11月 作品展 世代間交流

12月 もちつき・クリスマス会 もちつき・クリスマス会 もちつき・クリスマス会 もちつき大会・クリスマス会

1月 たこあげ大会

2月 節分 節分・マラソン大会 節分 世代間交流

3月 ひなまつり ひなまつり ひなまつり ひなまつり会

忍ケ丘愛育園
(認定こども園)

忍ケ丘いるかこども園
(認定こども園)

畷幼稚園
(認定こども園) 忍が丘幼稚園

大字岡山125番地の1 岡山東二丁目3番28号 中野本町7番1号 大字清滝526番地

072-877-0123 072-862-1515 072－877-0339 072－876-5228

（月）～（金） （月）～（金） 毎週(木) （月）～（金）

10:00～16:00 14：00～16：30 10：00～12：00 10:00～16：00

さんさん広場（月）～（金）

10:00～16:00

ナースリー保育(2歳児の親子)
　5月～翌年2月　毎週(火)(水)(金)
　いずれか(10：20～11：30)　有料

ココカラ保育(2歳児の親子)
　5月～翌年2月
　毎週(月)月3回　　有料

4月

5月

6月 給食試食会 小さいお友達ご招待日

七夕まつり・夏まつり いるかまつり

9月 運動会 おあそび会 小さいお友達ご招待日

10月 運動会・やきいも 音楽会 運動会 運動会

11月 給食試食会 親子遠足 秋祭り(ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ) 秋祭り

12月 クリスマス会・もちつき もちつき

1月 お正月遊び

2月 節分 生活発表会(劇遊び発表)

3月 ひなまつり・世代間交流

その他

なかよしひろば
（第3木曜日）

保育所・保育園名

住所

TEL

絵本・紙芝居の貸し出し 身体測定

　仲よし会（小学生預かり事業）
　七夕まつり・プール開放
　夏の宵まつり

　　七夕・サマーフェスティバル
　　　（北出地区合同）
　　プール開放（7月のみ）

夏の夕べ
プール開放

プール開放

園庭開放日・時間

行事

通年

7・8月

その他
　　育児講座（年２回）
子育てサロンにこにこ塚米での
保育サポート（月1回）

保育所・保育園名

住所

TEL

子育て相談

子育て相談

園庭開放日・時間

行事

通年

あいあい広場（室内開放）
　　　　　毎週（水）10:00～11:00
すいすい広場（室内温水プール）
　　　　　毎週（木）13：00～14：00
　　　　　　　　　　　14：00～15：00
　　※10月～翌年3月までは休み
身体測定（月1回）

7・8月 夏まつり

　つどいの広場”はぐはぐ”
　おはなしひろば
　身体測定
　子育てカフェ
　　(2か月に1回9：45～10：45)

　　メールによる子育て相談
　　体育指導

　　　園内行事への参加
　　　親子クッキング
　　　給食試食会
　　　人形劇


