
   

  

    

  

  

 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

あそびの会 

１4（火）Kid's room みらいっ子２階 

親子で遊ぼう『みらいっ子くらぶ』 

もうすぐ父の日！パパへのプレゼント作り予約 

６月生まれのお祝い予約 

10:00～12:00 

 

16（木）上麻生保育園 

かみあさお かっぱ広場予約 

親子でのふれあい遊び・保育園紹介・フリートーク 

10:00～10:30 

※オンライン（Webex）開催（対象年齢：0 歳～3 歳） 

 

２８（火）Kid's room みらいっ子２階 

親子で遊ぼう『みらいっ子くらぶ』 

パネルシアター予約 

身体測定予約 

10:00～12:00 

7・14・21・28（火）アイン栗平保育園 

保育園で遊ぼう♪予約 

保育園の玩具で遊びながら、梅雨の時期の過ごし方など 

保護者の方同士でお話しませんか？  

9:15～10:00/10:15～11:00 

※要事前登録。各回 3 組までの時間入れ替え制になります。 

 

６（月）～17（金）はるひ野保育園 

「ミニアクアリウム」を作ろう 

かわいい金魚が泳ぐ「ミニアクアリウム」を作りましょう。 

材料は全て、こちらで用意しています。 

9:00～16:30 

※密を避けるために人数制限をしています。 

来所の前にお電話いただけると、来所者の状況をお伝えできます。 

 

７（火）・２２（水）白山保育園 

白山ぽんぽこ広場予約 

保育士と地域支援ルームで遊んだり、 

手遊びやパネルシアターを楽しみましょう。 

9:30～10:30 

（対象年齢：0 歳～３歳） 

 

１０（金）にじのそら虹ヶ丘保育園 

シャボン玉ショー予約  ＊雨天９月に延期  

雨天時は親子で【ペープサートと絵本の読み聞かせ】 

シャボン玉おやじさんによる楽しいシャボン玉ショーです 

11:00～11:15 

予約は 9:00～17:00  

雨天時 親子で遊ぼう会は 10:00～10:45 

 

 
保育所等・幼稚園・ 

認定こども園の  

2022 年６月号 

※予約マークのついているものは、直接園にお問合せください。掲載園の問合せ先は、裏面の QR コードからアクセスしてください。 

※年齢設定の無いものは、０歳～就学前の対象となります。 

※感染症等流行時は中止となる場合があります。 

※新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、各
施設でのイベント等は感染症の流行状況をみなが
ら行っています。 
今回掲載している事業についても、実施の可否や
参加にあたっての注意事項等、詳細について事前
に各園にお問い合せください。（お問い合わせ先の
案内は、裏面にあります。） 

子育て講座・育児相談 

8（水）くろかわのぞみ保育園 

看護師の育児相談予約 

育児全般の相談に応じます。 

13:30～15:00 

（対象年齢：特になし） 

 

室内開放 

２８（火）白鳥保育園 

ぷちぷち「じゃがいも掘り」 

じゃがいもを一緒に掘りま

しょう！！ 

10:３0～1１:０0 

※汚れてもいい服装でご参

加ください。 

身体測定 

20（月）～30（木）はるひ野保育園 

身体測定 

お子さんの身長、体重の測定をしませんか。 

9:00～16:30 

※密を避けるために人数制限をしています。 

来所の前にお電話いただけると、 

来所者の状況をお伝えできます。 

 

保育体験 

随時受付 白鳥保育園 

給食・離乳食体験予約 

保育園の給食を食べたり、離乳食を体験 

したりしてみませんか？ 

※予約は随時電話または園で 

直接受け付けます。 

毎週金曜日 白山保育園 

ぽんぽこルーム開放 予

約 

ハイハイ期の赤ちゃんも

安全にあそべます。 

10:00～11:00 

（対象年齢：0 歳～3 歳） 

 

１０（金） 

にじのそら虹ヶ丘保育園 

身体測定予約 

当日は個別に健康相談の対応も致します。 

10:00～10:45 

予約は 9:00～17:00 

 

 

その他 

１６（木）ぶれすと白鳥保育園 

英語で遊ぼう！、育児相談予約 

外国人講師による英語サークルと 

保育士による育児相談を行います。

15:30～16:00 

（対象年齢：２歳まで） 

 

 

             

  

 

園 名 場所 曜日・日にち 時 間 予約 備 考 

白山保育園 白山４－２－１ 毎週水曜日 13:00～14:30 不要 雨天中止 

くろかわのぞみ保育園 はるひ野 4－７－１ 月～金 
9:30～12:00 

13:00～15:00 
不要   

ルミエール幼稚園 百合丘２－1３－１ 月～金 9:00～10:00 不要   

〃 〃 
月・火・木 

水 

14:00～17:00 

11:30～17:00 
不要   

Kid's room みらいっ子 細山 2－10－７ 
1 日（水） 

15 日（水） 
10:00～12:00 不要   

上麻生保育園 上麻生 7－2－35 
月・火・木・金 

水 

12:30～14:30 

11:00～14:30 
必要  

白鳥保育園 白鳥１－１７－２ 月～金 10:30～12:00 不要 

保護者はマスク着用 

１家族１名の保護者 

１日５組まで  

すぎのこ保育園 岡上７１－３ 毎週木曜日 10:30～11:30 必要 
電話受付時間 

8:30～16:00 

百合丘めぐみ幼稚園 百合丘１－12 
３（金） 

17（金） 
9:30～11:00 不要 

雨天中止の場合はホーム

ページに 8：45 掲載 

  

  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

この紙面についての問合せ：こども未来局 保育事業部 麻生区保育総合支援担当 

TEL：044（965）5220  FAX：044（965）5207 

ＨＰから毎月の「はばたけあさおっこ」を見るには、 
ＱＲコードまたは川崎市のホームページよりはばたけあさおっこと検索してください 

https://www.city.kawasaki.jp 

「ばばたけあさおっこ」 

QR コードはこちら 

 

 

 

＜掲載園の問合せ先はこちらから＞ 
 

麻生区内の子育て支援事業を 

実施している園の問合せ先を 

見ることができます。 

 

園 庭 開 放  

＜子育てなんでも聞いてみよう！＞ 川崎市公立 

白山保育園 上麻生保育園 高石保育園 

麻生区保育総合支援担当で受付中！ 

 

★詳しくはこの 

QR コードから！→ 

ちょっと誰かと話したい時、誰かに聞いてもらいたい時、 

気軽に相談してみませんか？ 

電話は平日 9:30～17:00、相談専用フォームは２４時間 

受け付けています！ 

※フォームからの相談は、すぐにお答えできない場合もあります。 

絵本貸出 

白山保育園 上麻生保育園  

高石保育園 予約 

保育士が選んだ絵本セットの貸出しを 

します。手作りおもちゃキットの 

おまけつきです！ 

月～土 10:00～15:00 

 

にじのそら虹ヶ丘保育園 予約 

おすすめ絵本 3 冊セットを貸し出します。 

保育園のインターホンを押し、「絵本を 

借りに来ました」とお伝えください。 

予約は 9:00～17:00 

（土曜日はお休みです） 

https://www.city.kawasaki.jp


白鳥保育園 

令和４年６月号 

川崎市麻生区白鳥 1-17-2 

９８７－８２０６ 

  
 
 
 

そらまめが、空に向かって実りました！！夏はもうすぐそこ。 

暑い夏に備えて体力づくりをする白鳥の子どもたちです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４月の「ぷちぷち」に来てくれたお友だちとプランターに 

トマト・ナス・ピーマンを植えました。 

裏の秘密の畑に植えたジャガイモにも 

何回もジョーロを運んでお水をたくさんあげました！ 

みんなも園庭開放で遊びに来たら一緒にお水をあげてね！ 

お野菜が実ったら収穫してお家で食べましょう。 

園庭開放時に（実っていれば）誰でも収穫できます☆ 

 

 

社会福祉法人 横浜悠久会 白鳥保育園のホームページでも見ることができるようになりました。 

http://www.yukyukai.jp/shiratori/ 

「じゃがいも掘り」 

※雨天順延 

３月に植えたジャガイモの葉

が大きくなってきました。土の中

ではもこもこお芋が大きくなっ

てきたかな？ 

 みんなでお芋を掘ってみませ

んか？ 

泥んこになってもよい服装で来

てください。 

 予約の必要はありません。お天

気が危ぶまれるときは、９時ころ

保育園にお電話ください。 

 

トマト 
ピーマン ナス 

 お待たせしました！！ 

在園児との密を避けた時間帯での園庭開放を

再開します。 ～雨天中止～ 

月～金曜日 １０：３０～１２：００ 

保護者の方は１名のみ（保護者の方はマスク着

用／手指消毒 検温 37.5°以上の場合は利用

不可）最大５組まで。 

 お子さんの食事の悩み、どうしてます

か？保育園の給食を食べたり、離乳食の体

験をしたりしませんか？ 

個別に予約をお受けしています。お電話

または園庭開放の時にご相談ください。 

０４４－９８７－８２０６ 

http://www.yukyukai.jp/shiratori/

