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ください。
（ 公立保育園 ）
* 公立保育園では、育児相談・給食体験〔ふれあい給食〕を実施しています。事前にご連絡ください。〔ふれあい給食〕について原則アレルギー食対応はしていません。
保育園名
2020年 8月
2020年 9月
2020年 10月
そ
電
話

の 他

実施なし

８（火）施設見学

６（火）施設見学

・人数に限りがあるので、事前に電話でお申し込みください。
・（受付時間：平日9:30～16:30）

実施なし

（月）～（金）園庭開放

（月）～（金）園庭開放

・園庭開放は直接保育園にお越しください。
・（開放時間：10:00～11:30）

実施なし

24（木）保育園見学

・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。
・（受付時間：平日9:30～16:30）
・ご希望の方は身体測定や育児相談ができます。

滝野川西 保育園
（指定管理者）
℡3916-3225

実施なし

西ケ原 保育園
℡3910-6930

実施なし

2（水）保育園で遊ぼう
コンビカー
大型絵本
10（木）お話し会
11（金）保育園で遊びましょう

15（木）おひさまタイム
（園庭で遊ぼう）
23（金）保育園見学
7（水）保育園体験
お砂場で遊ぼう
15（木）お話し会
13（火）保育園見学

・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。
・（受付時間：平日9:30～16:30）

栄 町 保 育 園
℡3919-2030
滝野川北 保育園
℡3915-6227
滝野川保育園
℡3917-6045

西ケ原東 保育園
（指定管理者）
℡3918-8251

西ケ原南 保育園
（指定管理者）
℡3576-1023
東 田 端保 育 園
（指定管理者）
℡3893-1137

中 里 保 育 園
℡3915-5157

6（木）水遊び
20（木）看護師による育児講座
27（木）水遊び
☆毎週土曜日園庭開放
（10:00～11:00）
7 （金）マタニティー
21（金）園庭で遊ぼう
（小麦粉粘土遊び）
（片栗粉遊び）
28（金）製作（海を作ろう）

10（木）わらべうた
ベビーマッサージ
17（木）おはなし会
☆毎週土曜日園庭開放
（10:00～11:00）
4 （金）給食を食べよう
11（金）お話会
18（金）おでかけ広場

1（木）運動・園庭遊び
24（土）運動会にご招待
☆毎週土曜日園庭開放
（10:00～11:00）

・園庭開放は保育園の遊具、玩具を親子で使い自由に遊ぶことができます。
（予約不要）
・園庭開放以外のプログラムは前日までに電話でお申し込みください。
・各回10:00からの開始になります。詳細は電話でお問い合わせください。

2（金）アートセラピー
9（金）離乳食講座
16（金）園庭で遊ぼう
マタニティー
23（金）おでかけ広場

5（水）水あそび
20（木）水あそび
25（火）身体測定・園庭開放

2（水）身体測定・園庭開放
10（木）離乳食試食会
26（土）スポーツフェスティバル
29（火）身体測定・園庭開放
10（木）園庭開放
（11:30～12:30）
３（木）施設見学
９（水）施設見学
17（木）施設見学

8（木）離乳食試食会
22（木）身体測定・園庭開放
30（金）ハロウィン

・離乳食の提供には定員がございます。２日前までにお申し込みしてくださ
い。離乳食講座・給食食べようは、親子一組につき１名分ご試食いただき
ます。
・誕生月のお子様には手形のカードをプレゼントします。ご希望の方は、身
長と体重の計測をいたします。
・詳細は電話でお問い合わせください。
・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。
・参加人数制限のある行事もあります。

実施なし
実施なし

田 端 保 育 園
℡3828-7577
音無つぼみ保育園
℡5974-4131

（

私立保育園

・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。（８ヶ月以上、
先着順です。）
・お話し会は３歳以上のお子様が対象です。

実施なし

3（木）保育園見学
24（木）保育園見学

8（木）園庭開放
（11:30～12:30）
12（月）園庭開放（10：00～11：00）
15（木）施設見学
26（月）園庭開放（10：00～11：00）
28（水）施設見学
8（木）保育園見学
22（木）保育園見学

・参加のお申し込みは不要です。
・園庭開放の事前申し込みは不要です。直接園にお越しください。
・施設見学は事前にお申し込みください。
・（受付時間：平日9:30～16:30）
・施設見学は、人数に限りがあります。
・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。
・（受付時間：平日9:30～16:30）

）

保育園名
電
話
まごころ会保育園
℡3911-5584

2020年

実施なし

8月

2020年

9月

2020年

10月

10（土）運動会
18（日）地域子ども会
18（火）見学会９:00～（6名）
1（火）見学会９:00～（6名）
６（火）見学会９:00～（6名）
28（金）つくしんぼの会（水遊び） 9（水）つくしんぼの会（仕掛け段ボール 14（水）つくしんぼの会
宮 元 保 育 園
１歳～３歳児
遊び） ０～２歳児
（小麦粉粘土）０～３歳児
℡3916-1401
20（火）見学会９:00～

そ

の 他

20（日）地域子ども会

・つくしんぼの会、見学会共に、事前に電話でお申し込みください。
・つくしんぼの会、見学会を予定しておりますが、新型コロナウイルスの状
況により中止になる場合がありますので、ご了承ください。その場合は、
お申し込みいただいている方には、こちらからご連絡いたします。

ポピンズナーサリー
スクール田端
℡5815-2131
はとぽっぽ保育園
℡5980-7603

田端聖華保育園
℡5814-0800

9（水）30（水）
0.1.2歳児対象 施設見学会
9:50～10:20
10:30～11:00
実施なし
15（火）保育園de茶話会
妊婦さん対象10:00～
30（水）離乳食試食会
親子5組 10:30～
４（火）出産を迎える親の体験
5（土）出産を迎える親の体験
・看護師の話【オンライン】
・ベビーマッサージ
20（木）保育士さんと遊ぼう
17（木）保育士さんと遊ぼう
（1歳児）
（２歳児）
【オンライン】
【オンライン】
・わらべうた、ふれあい遊び
・おやこたいそう
27（木）8月生まれお誕生日会
24（木）9月生まれお誕生日会
（0～2歳児）
（0～2歳児）【オンライン】
【オンライン】
実施なし

たばた絆保育園
℡6240-8938

10（木）ひよこルーム
「ジャンプ！ジャンプ！
トランポリン！」
19（土）ちびっこ運動会
11:00～11:50＊雨天時ホール

実施なし

実施なし

実施なし

12（水）保育園で遊ぼう
17（月）リトミック（1,2歳児）

9（水）保育園で遊ぼう
14（月）リトミック（1,2歳児）

12（月）リトミック（1,2歳児）
14（水）保育園で遊ぼう

実施なし

実施なし

５（土）栄養士による離乳食講座
18（金）誕生会
（手遊び・パネルシアター等）

16（金）誕生会
（手遊び・パネルシアター等）
30（金）ハロウィン会

7（金）お盆まつり

実施なし

9（金）運動会

17（月）誕生会

18（金）誕生会

実施なし

21（金）誕生会
MIRATZ 田端新町保 （手遊び・パネルシアター等）
育園
℡6807-8936

MIRATZ 駒込保育園
℡6903-6573
ＭＩＷＡたばた保育
園
℡5547-0075
お問い合わせ先

～全て10:00～11:00の実施となります～
・参加を希望される方は前月に事前に電話でお申し込みください。
・（受付時間：平日10:00～15:00 先着順となります。）
・保育士さんと遊ぼう 定員5名
・出産を迎える親の体験 定員5名
・お誕生日会（0～2歳児） 定員5名
・出産を迎える親の体験：ベビーマッサージ 定員10名
・【オンライン】のものは『ZOOM』というアプリのご準備が必要になりま
す。

実施なし

西ヶ原ひなた保育園 実施なし
℡6903-4698

正光寺保育園
板橋駅前園
℡6903-7262

・参加される方は前月 20 日から実施 2 日前までに電話でお申し込みくださ
い。

８（木）出産を迎える親の体験
・離乳食講座（栄養士）
【オンライン】
12（月）出産を迎える親の体験
・看護師の話
【オンライン】
23（金）10月生まれお誕生日会
（0～2歳児）
【オンライン】
10（土）隆志学園運動会
9:30～14:00
＊雨天延期11（日）
22（木）お楽しみ観劇会
10:00～11:00

さくらキッズ
℡3800-6731

にじいろ保育園
田端新町
℡5901-9070

7（水）21（水）
0.1.2歳児対象 施設見学会
9:50～10:20
10:30～11:00
7（水）おやつをたべよう
1歳～ 親子5組15:30～

実施なし

北区子ども未来部保育課保育運営係

・見学は随時受け付けます。
・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。
・おやつの試食については、アレルギー食の対応はしていません。

・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。
・ひよこルーム 10:30～11:30
＊動き易い服装でお越しください。
・９／19（土）は雨天の際でも実施いたします。
・10／10（土）は雨天の際は11（日）に延期いたします。
＊今後の状況により変更となる場合があります。
・園見学、行事参加は事前に電話でお申し込みください。
・育児相談（随時電話等で受付）
・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。
・リトミックは2020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。

・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。
・ハロウィン会は、前日16時までにお申し込みください。
＊定員に達しましたら、締め切らせていただきます。
・その他、保育園見学、育児相談など、随時受け付けております。
お気軽にお問い合せください。
・参加される方は事前に電話でお申し込みください。
・お盆まつり、運動会は０～3歳児までのお子様が対象です。

・参加対象は0～2歳のお子様と保護者の方です。
・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。
・その他、園見学、保育所体験、育児相談もお気軽にご相談ください。
9（水）
7（水）
・参加される方は、事前に電話でお申し込みください。
TOMATOタイム 定員5組（10名） TOMATOタイム 定員5組（10名） ・1、2歳児クラスのお子様が対象です。
・身体を動かして遊ぶので、動きやすい衣類でお越しください。
「ミニ運動会を楽しもう！」
「ミニ運動会を楽しもう！」
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。
※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。

