
 

 

 
 
 
北区の公私立保育園では、近隣にお住まいの子どもたちとの交流事業として、子育て支援を実施しています。 
内容・日程は、各園の都合により変更する場合がありますので、各保育園にお問い合わせ下さい。          

（ 公立保育園 ）   公立保育園では、育児相談を実施しています。  事前にご連絡下さい。                                                               

 
                                                   

 
 
 
（ 私立保育園 ） 

保育園名 
電  話 

2023年 2月 2023年 3月 2023年 4月 そ の 他 

キッズタウン 
東十条保育園 

℡5902-7055 

15（水）あそぼう会 15（水）あそぼう会 19（水）あそぼう会 ・あそぼう会は、毎月第３水曜日の10:00から開催しています。 
・主にベビーリトミック、育児相談、身体測定を行っています。 
・予約は必要ありません。直接保育園にお越しください。 

聖母の騎士保育園 
℡3908-5905 

2（木）お話し会 
3（金）節分 

17（金）誕生会 
24（金）ひな祭り会 

10:30～11:30 

7（火）お話し会 
 

         実施なし ・参加を希望される方は、事前に電話でお申込みください。 
・申し込み：月～金 10:00～17:00 
・毎週水曜日は施設見学ができます。 

 

王子隣保館保育園 
℡3912-3388 

3（金）豆まき会 
22（水）保育体験 
         園庭開放 

未定 未定 ・豆まき会：時間未定（要予約） 
・保育体験：10:00～（要予約） 
・「乳児期にかかりやすい感染症」「沐浴の仕方」「離乳食講座」「親子で遊ぼう」 

などを企画中です 

保育園名 
電  話 

2023年 2月 2023年 3月 2023年 4月 そ の 他 

東十条東保育園 
℡3912-3077 

 2（木）保育園見学      実施なし       実施なし ・事前に電話でお申し込みください。実施日の1か月前から受付します。 
・申し込み：月～金 10:00～16:00 
・定員になり次第、締め切らせていただきます 

東 十 条 保 育 園 
（指定管理者） 
℡3913-0530 

子育て支援コーナー利用 
9:30～12:00  
利用時間は一組60分 ３組まで 

子育て支援コーナー利用 
9:30～12:00  
利用時間は一組60分 ３組まで 

子育て支援コーナー利用 
9:30～12:00  
利用時間は一組60分 ３組まで 

・利用する前に必ず園にお立ち寄りください。 
・実施が変更になる場合がありますので、ホームページでご確認ください。 

桜 田 北 保 育 園 
℡3914-7510 

9（木）施設見学 実施なし 実施なし ・見学を希望される方は、事前に電話でお申し込みください。 
・申し込み：月～金 10:00～16:00 

桜 田 保 育 園 
（指定管理者） 
℡3914-4099 

9（木）身体測定 
随時 保育園見学 
随時 育児相談 
毎週水曜 園庭開放 

実施なし 実施なし ・参加を希望される方は、事前に電話でお申し込みください。 
・園庭開放（10:00～11:00）は予約不要です。 
・申し込み：月～金 9:00～17:00 

桜田 つ ぼみ 保育園 
℡3919-6252 

8（水）施設見学 実施なし 実施なし ・参加を希望される方は、事前に電話でお申し込みください。 
・申し込み：月～金 10:00～16:00 定員になり次第締め切らせていただきます。 

豊 島 保 育 園 
℡3911-9480 

施設見学 
14:00～ 

実施なし 実施なし 
 

・見学を希望される方は、事前に電話でお申込みください。 
・申し込み：月～金 10:00～16:00 

豊 島 北 保 育 園  
℡3919-0026 

14（火）こんぺいとうさんコン
サート 

1（水）保育園で遊ぼう（園庭） 
施設見学 

未定 げんきっこ集会 ・参加を希望される方は、事前に電話でお申込みください。 
・申し込み：月～金 10:00～16:00 

豊 島 東 保 育 園  
℡3913-8403 

24（金）お話会（本園） 17（金）お話会（本園）       実施なし ・参加を希望される方は、事前に電話でお申し込みください。 
・申し込み：月～金 10:00～16:00 

堀 船 南 保 育 園 
℡3914-7954 

16（木）施設見学 実施なし 実施なし ・見学を希望される方は、事前に電話でお申込みください。 

上 十 条 保 育 園 
℡3908-5587 

施設見学 
（月3日程度） 

実施なし 実施なし ・見学を希望される方は、事前に電話でお申し込みください。 
・申し込み：月～金 10:00～16:00 

王 子 北 保 育 園 
（指定管理者）  
℡3913-3577 

10（金）施設見学 
15（水）施設見学 

17（金）ふれあい動物園    
    （実施予定） 

実施なし ・参加を希望される方は、事前に電話でお申し込みください。 
・申し込み：月～金 10:00～16:00 
・定員になり次第、締め切らせていただきます 

王子本町保育園 
（指定管理者） 
℡3900-5098 

10（金）おみせやさんごっこ 24（金）園庭で遊ぼう 実施なし ・参加を希望される方は、事前に電話でお申し込みください。 
・申し込み：月～金 10:00～16:00 



 

 

ク ラ ブ 保 育 園 
℡3911-0324 

4（土）こうさぎクラブ 
     「人形劇を観る会」 

          実施なし 実施なし ・「人形劇を観る会」では、人形劇団クラルテの公演を親子で楽しみます。 
 

ふ く し 保 育 園  
℡3911-6305 

園内見学 園内見学 園内見学 ・見学を希望される方は、事前に電話でお申し込みください。 

豊川保育園 
℡３911-4661 

月～金 園庭開放  
月～金 保育体験 

月～金 園庭開放  
月～金 保育体験 

月～金 園庭開放  ・園庭開放は平日の10:00～12:00 事前申し込みは要りません。 
・保育体験は平日の9:30～11:30 事前に電話でお申し込みください。 
・申し込み：月～金 10:00～17:00  

木 の 実 保 育 園  
℡3911-5476 

7（火）お店屋さんごっこ 8（水）遊ぼう会（体位測定） 実施なし ・参加を希望される方は、事前に電話でお申し込みください。 
・お店屋さんごっこは1月までに利用登録されたお子さんが対象です。 
・遊ぼう会（体位測定）は0歳から3歳位までのお子さんが対象です。 

うぃず東十条保育園 
℡5939-6091 

9（木）バレンタインチョコ作り 
 

実施なし  実施なし ・参加を希望される方は、3日前までに電話でお申込みください。 
・対象は0,1,2歳のお子様になります。 
・定員は2名様までとさせていただきます。 

ポピンズナーサリー 
スクール王子 

℡5902－5821 

8（水）保育園体験 
      10:00～10:45 

15（水）離乳食講習会 
13:30～14:30 

実施なし  実施なし ・参加を希望される方は、事前に電話でお申し込みください。 
・保育園体験は0～2歳児のお子様が対象です。 
・離乳食講習会は妊婦さん～1歳までのお子様が対象です。 

にじいろ保育園王子 
℡6903-2450 

14（火）遊ぼう会 
24（金）オンライン体操 

17（金）オンライン体操 実施なし ・参加を希望される方は、事前に電話でお申し込みください。 
・申し込み：月～金 9:30～16:30 
・年齢や人数に限りがありますので、申し込みの際にご確認ください。 

キッズガーデン北区
豊島 

℡5390-0806 

園内見学 園内見学 園内見学 ・日時等は園までお問い合わせください。 

ベネッセ王子神谷 
保育園 

℡5902-4520 

9（木）園見学 

16（木）園見学 

 

実施なし 
 

実施なし 
 

・見学を希望される方は、事前に電話でお申し込みください。（月～金10～16） 
・園見学は10:00～10:30の予定です。 
・参加人数は、大人一人でお願いします。 
・保育室の外からの見学となります。 

あい保育園王子 
℡6903-0350 

16（木）リトミック 
 

実施なし 
 

実施なし 
 

・参加を希望される方は、事前に電話でお申し込みください。 
・申し込み：月～金 11:00～16:00 
・リトミックは満1歳（歩行が出来るくらい）以上のお子さんが対象です。 

 
としまみつばち 

保育園 
℡6903-3290 

月～金 園庭開放 
9:30～12:00 

月～水  保育体験  
    9:00～12:00 
地域新聞発行予定 

月～金 園庭開放 
9:30～12:00 

 

実施なし 
 

・参加を希望される方は、事前に電話でお申し込みください。 
・保育体験は0歳～2歳児が対象です。 

 
おうじ絆（分園） 
℡6903-5293 

27（月）音楽遊び（1歳児～） 
 
随時 保育園体験 
 

27（月）音楽遊び（1歳児～） 
 
随時 保育園体験 
 

未定 音楽遊び（1歳児～） 
 
随時 保育園体験 
 

・各日程10:00～11:00の間に実施いたします。 
・実施日の3日前までに電話でお申し込みください。 
・各日程定員は3名までとさせていただきます。 
・園行事の関係で実施できない日程がございますのでご了承ください。 
・音楽遊びは2022年4月1日時点で満1歳以上のお子様から参加可能です。 

 
ゆうひが丘保育園 

豊島 
℡6903-2072 

15（水）あそぼう会 
         子育て相談 
28（火）あそぼう会 
     子育て相談 

15（水）あそぼう会 
     子育て相談 
 

26（水）あそぼう会 
     子育て相談 

・実施場所 ゆうひが丘保育園豊島保育室 
・時間 10:00～12:00  
・参加人数 2組程度  
・給食試食の提供を致します。 
・２日前までに豊島保育室へ電話にてお申込みください。 

 
サンベビー保育園 
℡6903-3642 

8（水）リトミック教室 
21（火）助産師による乳児相談 
22（水）リトミック教室 
随時 園見学 

7（火）助産師による乳児相談 
8（水）リトミック教室 

29（水）リトミック教室 
随時 園見学 

12（水）リトミック教室 
18（火）助産師による乳児相談 
26（水）リトミック教室 
随時 園見学 

・参加を希望される方は、事前にお電話でお申し込みください。 
・日程、開催時間等は、お申し込み時にご確認ください。 
・申し込み：月～金 9:30～16:00 実施日前週の（金）締め切り。 
・リトミック教室は1,2歳児クラスのお子様が対象です。 

まつむら保育室 
東十条 

℡3902-3712 

9（木）おはなし会 

 

9（木）おはなし会 13（木）おはなし会 ・参加を希望される方は、事前に電話でお申込みください。 
・在室児が一緒に参加します。 
・雨天中止になります。 

お問い合わせ先 北区子ども未来部保育課保育運営係 Tel３９０８－９１２７  

※新型コロナウイルス感染症対策のため、ご来園の際はマスクの着用と検温にご協力をお願いします。 

※新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況によっては、事業を中止する可能性がございます。 

 


