
   

  

     

  

  

 

  

  

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 
保育所等・幼稚園 

認定こども園の  

2022 年 1１月号 

こども未来局 

保 育 事 業 部 

育児相談 身体測定 

11 日（金） 

にじのそら虹ヶ丘保育園 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 

 

あそびの会 

９日（水）くろかわのぞみ保育園 

看護師育児相談予約 

看護全般の相談に応じます。 

13:00～15:00 

 

 

8 日（火）・30 日（水）川崎市白山保育園 

はくさんポンポコ広場予約 

好きな遊びを楽しんだり、保育士による手遊びや 

触れ合い遊びを楽しみましょう。 

9:30～10:30 

※１日３組まで 

対象年齢：３歳まで 

 

8 日（火）Kid's room みらいっ子 

親子で遊ぼう『みらいっ子くらぶ』予約 

「パネルシアター」「11 月生まれのお祝い」 

10:00～12:00 

 

11 日（金）にじのそら虹ヶ丘保育園 

地域親子で遊ぼう会 

にじっこ広場 【わらべうた・ふれあい遊び】予約 

大型絵本「もこもこ」  

わらべうた・ふれあい遊びで一緒に遊んだあと、 

みんなで話しませんか？ 

10:00～10:45 

※予約は 9:00～17:00 感染症等拡大時は中止になります 

 

14 日（月）柿生ルミナス保育園 

手作りマラカスを作って遊ぼう予約 

どんぐりや木の実など秋の自然を使ってマラカスを 

一緒に作りましょう♬ 

10:00～10:40 

対象年齢：1 歳～就学前まで 

 

15 日（火）川崎市高石保育園 

いちごハウス（オンライン）予約 

手遊び・歌遊びを楽しもう！ 

お子さんと楽しく、リズムに合わせて身体を動かして遊びましょう。 

14:00～14:30 

 

その他 

15 日（火）ぶれすと白鳥ほいくえん 

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 

 

 

12 日（土）ルミエール幼稚園 

親子プレタイム予約 

幼稚園でお友達と一緒に身体を動かして遊ぶ

体験や幼稚園での保育を体験できる親子プレ

タイムです。 

10:00～10:50 

対象年齢：３歳まで 

 

毎（月）（金）川崎市白山保育園  

ぽんぽこルーム開放予約 

雨の日、肌寒い日の遊び場として、 

ハイハイ期の赤ちゃんも安全に遊べます。 

対象年齢：３歳まで 

9:30～11:00 1 日３組まで 

 

16 日（水）保育室みによん  

一緒に遊ぼう！予約 

一緒に遊びながら子育てのお話をしましょう。  

お昼寝後のお散歩ついでに、お気軽にどうぞ。 

16:00～18:00 

※保育室内にて２組まで 対象年齢：３歳まで  

 

17 日（木）王禅寺しらゆり保育園 

あそぼう会予約 

保育園で一緒に遊びましょう。 

親子で楽しめる活動内容を準備しています。 

子育てのご相談や、親子同士の交流もできる時間です。 

是非お待ちしております。 

10:00～11:00  ※１日親子３組まで 

 

22 日（火）Kid's room みらいっ子 

親子で遊ぼう『みらいっ子くらぶ』予約 

「クリスマスの飾りを作ろう！」「身体測定」 

10:00～12:00 

 

22 日（火）川崎市白山保育園 

オンラインではくさんポンポコ広場予約 

親子で楽しめるわらべ歌や触れ合い遊びと 

白山保育園の保育の様子を紹介します。   

10:00～10:30 

 

25 日（金）麻生ゆりのき保育園 

なないろひろば予約 

遊びの紹介(手作りおもちゃ) 絵本の貸し出し 

10:00～10:30 

 

17 日（木）王禅寺しらゆり保育園予約 

保育園で提供している給食を、親子一緒に食べる

ことができます。離乳食についてや食事の悩み等、

ご相談は栄養士や保育士が対応いたします。 

11:00～12:00 

※1 日 親子 1 組のみ  

給食費５００円(親子分)を受付時にお支払い 

いただきます。 

 

 

29 日（火）柿生ルミナス保育園 

保育園体験をしてみよう予約 

１歳児と散歩に行って秋の自然に触れる活動を

一緒に行いましょう♪ 

10:00～10:40 

※柿生ルミナス保育園保育室 

（一時的に公園へ行きます） 

雨天の場合、室内でリトミックを行う予定です。 

 

給食体験 

室内開放 

（月）～（金）白鳥保育園 

おさんぽに いこう！ 

保育園に来てくれたお友だちに、 

おさんぽバッグ＆マップの 

プレゼント 

10:00～12:00 

 

 

保育体験 

（月）～（金）随時 白鳥保育園予約 

保育園の給食を食べたり、日ごろの 

お子さんの食事の悩みを話したりして

みませんか？ 

11:00～12:00 

対象年齢：３歳まで 

 

             

  

 
 
  

園 名 場所 曜日・日にち 時 間 予約 備 考 

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   

川崎市白山保育園 白山４－２－１ 月～金 11:30～14:30 不要 シャボン玉遊びができます。 

川崎市高石保育園 高石１－14ー15 月～金 13:30～14:30 必要 電話にて予約受付します。一日５組まで。 

ルミエール幼稚園 百合丘２－1３－１ 

月～金 

月・火・木 

水 

9:00～10:00 

14:00～17:00 

11:30～17:00 

不要   

王禅寺しらゆり保育園 王禅寺東 5-3-53 
7 日（月） 

21 日（月） 
13:00～15:00 必要 雨天時は中止 

はじめの一歩保育園 上麻生 7-41-5 

5 日（土） 

19 日（土） 

26 日（土） 

9:30～11:30 必要 

先着 2 組までとさせていただきます。時間内

で土曜保育の子どもたちがおりましたら、同

じ空間で過ごしていただく場合があります。 

Kid’s room  

みらいっ子 
細山 2-10-7 

2 日（水） 

１6 日（水） 
10:00～12:00 不要   

麻生ゆりのき保育園 千代ヶ丘 1-17-2 25 日（金） 10:30～11:00 必要  

百合丘めぐみ幼稚園 百合丘 1-12 
11 日（金） 

25 日（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 

※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、下部 QR コードからアクセスしてください。 

※感染症流行時の各施設でのイベント等の実施の可否や参加にあたっての注意事項等、詳細については事前に各園にお問い合せください。 
※年齢設定の無いものは、０歳～就学前の対象となります。 

 

園 庭 開 放 

 ＜子育てアプリ～ご活用ください～＞ 

街の育児情報を集めたり、予防接種の管理やお子さんの成長記録も

簡単にできます。地域とつながる、安心の子育てアプリです。 

Android ios 

＜子育てなんでも聞いてみよう！＞ 

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。 

川崎市白山保育園 川崎市上麻生保育園 

川崎市高石保育園  

麻生区保育総合支援担当で受付中！  

 

QR コード 

はこちら→ 

 

はばたけあさおっこ 

QR コードはこちら 

ＨＰへは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 

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  

 

 

 

＜掲載園の問合せ先はこちらから＞ 

麻生区内の保育所等・幼稚園・認定こども園

の問合せ先（住所や電話番号）の一覧です。 

 

白鳥保育園  

１回２冊１週間借りられます。 

月～金 10:00～11:30 

 

 

にじのそら虹ヶ丘保育園  

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。 

9:00～17:00 予約 

（土曜日はお休みです） 

 

川崎市公立保育園 

白山保育園 上麻生保育園 高石保育園 

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 予約 

 

王禅寺しらゆり保育園  

保育士が選んだ絵本セットを貸出します。 

事前に電話での予約をお願いします。 

10:00～15:00 予約 

 

アスク新百合ヶ丘保育園  

お好きな絵本を２冊貸し出します。 

（先着で手作り玩具プレゼント♪） 

事前に電話での予約をお願いします。 

月～金 10:00～14:00 予約 

絵本貸出 

https://www.city.kawasaki.jp


白鳥保育園 

令和４年１１月号 

川崎市麻生区白鳥 1-17-2 

９８７－８２０６ 

   
 
 
 

手のひらいっぱいにどんぐりを集めたり、赤や黄色に色づいた葉っぱを拾ったりして 

秋を体中で感じている保育園の子どもたちです。 

絵本の貸し出し 

保育園の絵本室の本を 

貸出してます。 

月～金曜日  

１０：００～１１：３０  

１回２冊 １週間 

絵本を入れる用の専用袋

をお持ちください。 

 

麻生区内の各所で配布されている「おさんぽビンゴ」 

もう、楽しみましたか？ 

 「ビンゴ！」できたお友だちには、 

おみやげを用意して待ってます！ 

お散歩が気持ちいい季節ですね。 

白鳥保育園では、１１月中に保育園に 

立ち寄ってくれたお友だちにも 

おさんぽバッグ＆おさんぽ MAP を 

お配りします。 

おさんぽバッグを持って、 

近隣の公園へ Let’s Go～！！ 

給食体験 

保育園の給食を食べたり、日ごろの食事の悩みを話

したりしませんか？ 

平日１１:００頃～（お子さんの年齢により前後する

ことがあります。） 

持ち物：口拭きタオル・エプロン（必要に応じて） 

予約方法 平日９～１７時に お電話でご予約く

ださい。（１日１組） 

対象年齢：離乳食完了したお子さん 

～就学前のお子さん(３歳位まで) 

 アレルギーの有無や食べてみたいメニューなど確

認してご予約いただきます。 

 

どの動物 

バッグが 

いいかな？ 

１１月より園庭開放はお休みしますが、上記イベントは実施しています。 


