
　　　　月 　　　　火 　　　　水 　　　　木 　　　金 　　　　土

1 2 3

5 10:30～ 予約 6 7 10:45～11:05 予約 8 9 10:15～/11:15～ 10 10:00～11:00 予約

☆ ☆ ☆

11:05～11:20 予約

☆

12 13 14 10:00～ 15 16 11:00～12:00 予約 17

☆

19 20 10:00～10:50 予約 21 11:00～ 22 23 10:00～ 予約 24 11:00～12:00 予約

☆ ☆ ☆

10:30～11:30 予約 10:00～ 予約

Xmas工作 ☆ ☆

26 27 28 10:00～12:00

リズム遊び
ウィンターライブ
～おとのわぐまが
やって来る♪～

親子で
　ふれあい遊び

あそびにおいで！
「製作
　　＆ミニ演奏会」

園庭開放

(有馬こども文化センター)

(支援センターのがわ) (支援センターのがわ)

絵本を楽しもう

(野川南台保育園)

　宮前区内保育園、こども園、地域子育て支援センター、こども文化センターでは、感染症対策を行いながら、地域親子向けに
園庭開放やイベントなどを実施しています。
　「あそびにおいで！」では、宮前区内を４エリアに分けて、イベント情報を紹介します。「ちょっとお出かけしてみようかな？」と思
う情報を見つけ、是非遊びに来てくださいね♪
　（感染症の状況により変更・中止になる場合もありますので、直接実施園へお問い合わせください。）

(支援センターのがわ)

ちびっこチャレンジ
～クリスマスフォト
でハイポーズ！！～

※18日～24日/10:00～

つくってみよう
「クリスマス
　　　ツリー」

(支援センターのがわ) (有馬の杜コスモス保育園)

(有馬の杜コスモス保育園)

あそびの広場
「クリスマスリース

作りなど」

(野川こども文化センター)

おとのわぐま
　　コンサート

クリスマス会
「サンタからプ
レゼントがもら

えます！」

年末お楽しみ会
「マリンバ演奏/人
形劇/サンタもくる
よ！プレゼント
も？」

(ティンクルくぬぎ坂保育園)

リラックス
＆おしゃべりタイム

(野川こども文化センター)

ちびっこ映画会

(野川こども文化センター)

(有馬こども文化センター) (中有馬保育園) (支援センターのがわ)

12月
令和4年度 宮前区子育て支援事業

支

保育園・認定こども園・地域子育て支援センター

《有馬・野川エリア編》

こども文化センター にあそびにおいで！

《カレンダー内の説明》

（ ）内：開催園・支援センター

こども文化センターの名称

予約：予約必要イベント

☆⇒各園・支援センター・こども文化

センター予約受付

（右の一覧表をご確認ください）

★⇒宮前区保育総合支援担当予約受付

(044-856-3290)

園名 受付時間 問い合わせ先

有馬の杜コスモス保育園 月～金　　  9:00～17:00 044-982-3380

ティンクルくぬぎ坂保育園 　　　   　10:00～16:00 044-920-9611

野川南台保育園                  7:00～19:00 044-740-1833

中有馬保育園 　　　        9:00～17:00 044-854-0425

地域子育て支援センターのがわ 月・水・金　9:30～12:30 070-5020-6458

有馬こども文化センター 　　　　  　9:30～18:00 044-855-2166

野川こども文化センター 　　　　  　9:30～18:00 044-788-2202



＊絵本貸出中＊
公立保育園や地域子育て支援センター

では、ウオークスルーで絵本貸出も行っ
ています。

園庭開放等と合わせてお声かけもOKです！

園庭開放へどうぞ♪

＊育児相談＊
保育園には、保育士・看護師・栄養士がいます。

（園によって状況は異なります）
相談したい事がある時には、お声掛けください。

♪お問い合わせ先一覧♪ HPの各QRコードを読み込み、詳しい情報をチェックしてみてくださいね。

♪図書館に保育園紹介コーナー登場♪

発行：宮前区保育総合支援担当（宮前区役所 保育所等・地域連携担当）
０４４－８５６－３２９０

♪お散歩にでかけよう♪

宮前図書館児童書コーナーで、区内保育園・認定こども園の紹

介と、保育士おすすめの絵本を展示しています。お気に入りの

絵本が見つかるかも？ぜひ親子でお出かけください☆

日中のあたたかい時間帯に、「おさんぽ★ビ

ンゴカード」を持って、気分転換にお出かけし

ませんか？

ビンゴ１列揃ったら、

手作りおもちゃキットを

プレゼント！

アンケートはこちら↓ 詳しくはこちら↓

♪なにしてあそぶ？

今日は何をして遊ぼうかなぁ・・・？他の子はどんな遊びを

しているんだろう？なんて思う時はありませんか？

公立保育園での遊びの様子や

おすすめ絵本などを紹介します！

お子さんが喜ぶ遊びがきっと

見つかるはず☆

～現在菅生保育園から遊びを紹介しています♪～

♪美味しいレシピ紹介中♪

＊地域子育て支援センター

紹介＊
＊公立保育園紹介＊ ＊区内保育園

検索はこちら＊

川崎市公立保育園の献立表やレシピを紹

介しています。（離乳食の献立表もあります

よ。）

今日の夕飯は何にしよう・・・

献立決めに迷ったら、

ぜひのぞいてみてください！

オンライン相談はこちら↓ 詳しくははこちら↓

開催園名 住所 曜日・時間 連絡先

菅生保育園 初山1-23-15 月～金　12:00～15:00 044-977-9320

中有馬保育園 有馬3-2-10 月～金　11:30～14:30 044-854-0425

土橋保育園 土橋2-11-4 月～金　11:00～14:00 044-855-2877

菅生保育園↓

詳しくはこちら↓

土橋保育園↓中有馬保育園↓
ここでサーチ↓ Twitter↓

ios Android

詳しくはこちら↓

子育てアプリ

Facebook↓

地域の０歳児～就学前のお子さん向けに、幼稚園

保育園の園庭を開放しています。

雨天中止や事前予約制など、園によって異なります

ので、詳しくは各園へ直接お問い合わせください。

《現在 紹介中！》

☆アスク宮前平えきまえ保育園

☆クレアナーサリー宮前平

☆ヴィラまなびの森保育園宮崎台

☆AIAI NURSERY 宮前平

開催園名 住所 曜日・時間 問合せ先

宮前幼稚園 西野川2-24-18 水　13:30～15:00 044-766-7907

ひばり幼稚園 神木2-10 土　9:00～12:00 044-865-0331

潮見台みどり

       幼稚園
潮見台6-1 月１回　土曜日 044-976-1000

さぎぬま幼稚園 小台1-12-16
月・金　14:00～15:30

　　水　12:00～15:30
044-855-5420

開催園名 住所 曜日・時間 お問い合わせ先

野川南台保育園 南野川3-7-1 月～金　10:00～12:00 044-740-1833

ティンクルくぬぎ坂保育園 南野川3-28-11 月～金　10:00～12:00 044-920-9611

西有馬おひさま保育園 有馬1-8-6 月～金　9:30～15:00 044-855-2525

明日葉保育園鷺沼園 鷺沼1-6-3
第4火　9:30～11:30

（要問合せ）
044-982-9186

にじいろ保育園犬蔵 犬蔵2-24-10
水　10:00～11:00

（要問合せ）
044-982-3144

かわさき犬蔵保育園 犬蔵2-4-29 直接園に問い合わせ 044-978-5080

いぬくらこのはら保育園 犬蔵3-11-4
火・木　9:30～11:00

（要問合せ）
044-982-3600

保育園アリス馬絹 馬絹4-18-27 月～金　9:00～12:00 044-872-7071

アスク宮前平保育園 宮前平2-11-6 水　10:00～12:00 044-854-4855

ピュアリー宮前平保育園
馬絹1-28-12

フィールドホーンＤ-1階 直接園に問い合わせ 044-852-0007

向丘はなみずき保育園 南平台4ー2 園に直接問い合わせ 044-750-0150

有馬の杜コスモス保育園 有馬6-10-31 園に直接問い合わせ 044-982-3380

グリーンフォレスト神木保育園 神木本町2-5-5 月・水　13:00～15:00 044-871-7010

ぶどうの実第2さぎぬま園 鷺沼2-6-5 10:00～12:00 044-860-3315

まなびの森保育園宮前平 土橋2-5-1 園に直接問い合わせ 044-855-5123

＊こども文化センター

紹介＊

＊その他子育て支援

情報はこちら＊


