
かつら愛児園 
☎（892）3711 fax（89４）2174 

 

★花まつり        4/7（金） 

★ピアノコンサート   5/8（月） 

★運動会        5/21（日） 

★年長保育参観     6/13（火） 

★園庭開放（毎週火曜） 

１０時～１２時 

ふぁみりーさぽーと のあ 

☎（891）0111 fax（895）3761  
 

★園庭開放＆育児相談（毎週火曜） 

※5/9（火）～ 10 時～11 時 

★のあフェスティバル（運動会） 

6/3（土） 

 

 

上郷西・東エリア 
かさまの杜保育園 

☎（890）6010 fax（892）1149 

 
★園庭開放 

   （毎週火曜）９時～11 時   

笠間エリア 

本郷中央エリア 

すまいるおおふな保育園 
☎（443）5666 fax（443）5660 

 
★保育園体験（対象：2 歳児） 

6/30（金）  
※詳細は、園 HP をご確認ください。 

栄区幼稚園・認定こども園・保育園の子育て通信 

令和 5 年 4 月発行 
                               栄区地域子育て支援センター園 桂台保育園 

                  電話（894）1374 ／ FAX（894）1490 

 

 

 

幼稚園・認定こども園・保育園では、地域の未就園児や保護者にむけた「子育て支援事業」を 

実施しています。子育て通信『つぼみ』では、園で実施している情報を年４回（4・7・10・1 月） 

発信しています。ぜひ、お役立てください！ 
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認定こども園いのやま 
☎（894）5588  fax（894）5840 

www.inoyama.com 
 

★森のバースデー（各月曜）   

4/24、5/29、6/26 

★ふわふわであそぼう＆給食試食会 

 5/8（月） 

★じゃがいもほり     6/5（月） 

★給食試食会      6/19（月） 

★園庭開放（平日） 

10 時３０分～12 時 30 分 

または 13 時 30 分～15 時 30 分 

※詳細は、園 HP をご確認ください。 

上郷いちい保育園 
☎（893）3565 fax（893）4592 

◆R5.4 月より横浜市立上郷保育園から 

社会福祉法人 水の会に民間委託しました 

 

★園庭開放＆誕生会 

4/19（水）、5/24（水）、6/26（月） 

    （平日）10 時～1２時 

★食育について 

食事相談、お話、ランチ交流を予定   

6/8（木）（申込〆：4/28（金） 

桂台保育園 
☎（894）1374 fax （894）1490 

◆講座･見学申込み(平日)9 時 30 分～16 時 

※各講座の申込みは 1 ヵ月前から 

 

★「おもちゃ文庫 ぽこ」であそぼう 

毎週（火・木）※祝日は休 

★子育てサロン「このゆびとまろ！」 

＆お誕生会（各火曜） 

 4/18、5/16、6/20 

●ﾛｸﾞﾊｳｽ「ﾛｯｷｰ」にあつまれ♪  

  5/12（金） 

●春の公園であそぼう！  5/26（金） 

・公田保育園でどろんこあそび 

    6/21（水）、27（火）（１日５組） 

●青空リズム      6 月実施（要連絡） 

※「●」⇒場所：近隣の公園 

  「★」⇒場所：桂台地域ケアプラザ 

 

公田保育園 
☎（892）1530  fax（892）1745 

  

★お誕生日おめでとう（各火曜） 

お誕生日カードをお渡しします。 

4/18、5/16、6/13 

★公田であそぼ！  

・さんぽ       5/24（水） 

★どろんこあそび 

6/21（水）、27（火）（１日５組） 

★園庭開放＆絵本貸出（平日･土） 

10時30分～1２時 

★わくわくサロン保育室 

フリースペースで自由にあそべます！ 

（平日） 10 時 30 分～1２時 

アスク大船保育園 
☎（897）6765 fax（443）9339 

 

★保育園開放（各火曜）※事前予約 

4/18、5/16、6/20 

10 時～11 時 

★ミニ図書館（絵本の貸し出し） 

（平日）10 時～1２時 

杜ちゃいるど園 
☎（890）6112 fax（890）6113 

 
★園庭開放 
（毎週木曜） 13 時～15 時 

気軽にあそびに 

きてください♪ 

http://www.inoyama.com/


小菅ケ谷・本郷第三エリア 

エミールの森ひよこ保育園 
☎（891）6766 fax（392）6718 

 

★園庭開放（平日）9 時～11 時 

栄区幼稚園・認定こども園・保育園の子育て通信 

 

 

 

 

    

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子育て通信『つぼみ』では、0 歳～未就学児のお子さんとその保護者がご参加いただけるイベント情

報を掲載しています。詳細やお申込みは、園の HP をご確認いただくか直接園へお問い合わせください。 

鍛冶ヶ谷カトリック幼稚園 
☎（892）5588  fax （893）9884 

 

★移動動物園       5/9（火） 

★みんなあつまれ!（1-3 歳体操） 

（各木曜）5/25、6/15 

★ようちえんであそぼう 

 5/18（木）、6/6（火） 

★園庭開放（５月～原則毎週火・水曜） 

    10 時～11 時 

※詳細はお問合せください。 

認定こども園 
中野幼稚園・ 

中野どんぐり保育園 
☎（893）3980  fax（895）2651 

 
★園庭開放 （平日常時） 

※子育て支援イベントに関しては、

園 HP をご確認ください。 
 

小菅ヶ谷幼稚園 
☎（892）7117 fax（892）6577 

www.kosugaya-yochien.com 

 

★オープンＤay（各金曜） 

5/12・19・26、 

6/・9・16・23、30 

プレ保育室と園庭を開放します。 

10 時 30 分～16 時 

◎毎回 11 時 30 分～ 

絵本の読み聞かせがあります。 

★園庭開放 

（平日）14 時 45 分～16 時 

新大船幼稚園 
☎（892）3535 fax（892）3572 

www.shin-ofuna.com 

  

★未就園児教室 

ベビーワンダー、ワンダールーム 

の日程・時間・内容に関しては、 

園 HP をご確認いただくか、 

お問合せください。 

やまゆり保育園 

☎（894）5353 fax（349）1122 

 

★誕生会（各木曜） 

4/20、5/25、6/22 

★親子体操       5/15（月） 

★園庭開放（平日）10 時～１２時 

いいじまルーテル保育園 

☎（895）8780 fax（410）7727 

 
★園庭開放（平日）10 時～11 時 

飯島保育園 

☎（871）3661 fax （871）3812 

※全講座、雨天中止 

 

★お誕生日おめでとう   随時受付 

★かばくんアート（園庭での工作） 

（各火曜）5/9・23、6/6・20 

★お庭でおはなし会(各金曜) 

5/12・26、6/2・16 

★ランチ体験（各木曜） 5/18、6/22 

★どろんこ遊び（各木曜） 

5/25、6/1・8 

★楽しいリズムあそび    6/15（木） 

★園庭開放（平日） 

10 時 30 分～12 時 30 分、 

14 時 30 分～15 時 30 分 

やまゆり幼稚園 
☎（891）2020 fax（891）3533 

yamayuri.youchien.us 

 

★園庭開放 

※詳細はお問合せください 

★未就園児クラス（ペンギンクラブ） 

※園 HP をご確認ください。 

いいじまひがしこども園 

飯島東幼稚園・飯島東保育園 
☎（892）1154 fax（892）1730 

iijima-h.e-egaoweb.com 

 

★たけのこランド 

4/13（木）・22（土）､ 

5/8（月）、6/1（木） 

【４月は園庭開放のみ】 

4/13：13 時 30 分～15 時 30 分 

4/22：10 時 15 分～12 時 

★めばえ 4/27（木）、5/11（木）、

6/8（木）・21（水） 

★めばえプチ 

5/29（月）、6/7（水）・19（月） 

★園庭開放（4/25 から毎週月～水曜） 

14 時 15 分～16 時 15 分 

※詳細、日程、内容変更に関して

は、園 HP をご確認ください。 
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飯島幼稚園 
☎（861）5155 fax（871）3316 

www.iijima.ed.jp 

 

★たんぽぽプレイパーク 4/22（土） 

★ようちえんのお山探検 4/26（水） 

★どうぶつさん こんにちは 

5/17（水）  

★園庭開放（平日）14 時～16 時 

（土曜）10 時～13 時 

豊田エリア 

来園時のお願い 
 

1. 来園前の検温・体調の確認 

2. 手洗いや消毒の実施 

3. マスクの着用は、個人の 

ご判断でお願いいたします。 

http://www.kosugaya-yochien.com/
http://www.shin-ofuna.com/
http://www.iijima.ed.jp/

