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a費用

山田・千里丘地域

さくら保育園m6878・4322 ◦園庭開放＝随
時◦こどもまつり＝5月15日◦七夕＝7月3日（さ
とね会館で）◦プール開放＝7月6日、8月24日◦
育児・電話相談＝随時
千里の丘けいあい保育園m6875・0011 ◦園
庭開放=土曜日（要予約）◦移動動物園＝5月14日
(要予約)
さくらんぼ保育園m4864・2345 ◦園庭開放
＝随時◦こどもまつり＝5月15日◦絵本の貸し出
し＝第4土曜日◦育児・電話相談＝随時
認 もみの木千里保育園m6876・1550

◦園庭
開放＝土曜日◦どろんこ＝6月29日（要予約）◦七
夕＝7月5日（要予約）◦夏祭り＝7月6日◦プール

記載がないものは参加無料

c問い合わせ

k連続で参加が必要

b申し込み
d対象

金曜日（要予約）◦園で遊ぼう＝第2火曜日◦子育
てカフェ＝第3水曜日
トレジャーキッズあおばおか保育園m6155・
6989 ◦園庭開放＝第3金曜日
ニュータウン地域

f保育

g手話通訳

市立保育園・認定こども園

◦園庭開放＝火曜日◦移動動物園＝5月10日◦夏
祭り＝7月20日◦育児・電話相談＝随時
あやめ保育園m6871・0061 ◦園庭開放＝水
曜日◦お部屋開放・赤ちゃんタイム＝月・火・金
曜日◦どろんこ＝6月26日、7月3日◦七夕=7月
2日◦笹燃やし＝7月8日◦プール開放＝7月24
日、8月3、31日◦育児・電話相談＝随時
千里聖愛保育センターm6871・0726 ◦園庭
開放＝第2・4木曜日◦どろんこ＝6月27日、7月
11日◦プール開放＝7月25日、8月8、22日◦育
児・電話相談＝随時
玉川学園保育園m6835・8400 ◦園庭開放＝5
月15日◦室内運動遊び＝6月12日◦七夕＝7月3
日（要予約）◦おひさまひろば＝第3火曜日(千里
南公園で)
あいの南千里駅前保育園m6170・2422 ◦園庭
開放＝水曜日◦電話相談＝随時
藤白台保育園m6831・4500 ◦園庭開放＝月
曜日◦どろんこ＝5月31日◦プール開放＝7月8、
29日、8月5、19日◦育児・電話相談＝随時

記載がないものは当日直接会場へ

は事前に問い合わせてください

園名
東

認 千里ニュータウンこども園m6871・2212

wは催し名、住所、名前
（ふりがな）
、電話番号を記入

e定員

く」のホームページを確認してください。

ニュータウン

職員募集
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◦園庭開放
＝第1・3月曜日、第2･3木曜日、第4土曜日◦フ
リーマーケット＝6月8日◦どろんこ＝6月15日
◦七夕＝7月5日◦プール開放＝7月24日、8月
21日◦ベビーヒーリング＝第2・4火曜日◦青空
ぴょんちゃん＝第4水曜日(8月は除く)◦フリー
ルーム＝第1・3火曜日、第1・2水曜日、第1・4
金曜日◦すくすく計測＝第2金曜日◦あかちゃん
サロン＝第3金曜日◦育児・電話相談＝随時
佐井寺たんぽぽ保育園m6388・3327 ◦園庭
開放＝木曜日◦七夕＝7月2日◦夏祭り＝7月27
日（新池公園で）◦なかよし広場＝第3金曜日（新
池公園で）◦育児相談＝随時
保育園千里山キッズm6170・3301 ◦園庭開
放=5月8日、6月5日、7月3日◦電話相談＝第1
金曜日

域開放行事を実施しています。詳しくは、各園か子育て情報を掲載している「すくす

山田・千里丘

はつらつ

稲荷学園m6384・4038 ◦園庭開放＝不定期◦
おはなし広場＝5月14日◦しゃぼん玉＝6月4日
（要予約）◦七夕＝7月上旬（要予約）◦プール開放
＝7〜8月に4回◦夏祭り＝8月下旬◦育児・電話
相談＝月〜金曜日
双葉保育園m6338・5115 ◦園庭開放＝第2、
4火曜日◦七夕＝7月3日（要予約）◦プール開放＝
7月9、23日、8月6、27日◦育児・電話相談＝随時
トレジャーキッズえのき保育園m6155・8825
◦園庭開放＝第2、4水曜日◦プール開放＝7月
10、24日、8月28日◦育児相談＝第2、4水曜日

認 南ヶ丘こども園m6330・1552

いろどり

保育園・認定こども園では子育て支援事業として、通園していない子供を対象に地

千里山・佐井寺

保育園で
遊 ぼ う

豊津・南吹田地域

千里山・佐井寺地域

保育園で遊ぼう

豊津・南吹田

子 育 て
支援活動

2・4金曜日
認 千里山やまて学園m6388・1821 ◦園庭開
放＝月〜金曜日◦夏祭り＝7月27日◦育児相談＝
随時
岸部敬愛保育園m6387・2320 ◦園庭開放＝
土曜日◦プール開放＝7月13、20日、8月17、
24日
マーヤ敬愛保育園m6378・0808 ◦園庭開放
＝金曜日◦育児相談＝随時
あびにょん保育園m6878・0008 ◦七夕＝7月
5日（要予約）◦夏祭り＝8月21日（要予約）◦育
児・電話相談＝随時

◦園庭開
放＝5月30日、6月27日、7月25日、8月29日◦
どろんこ＝6月20日◦七夕＝7月1日◦夏祭り＝7
月20日◦プール開放＝8月1日◦育児・電話相談
＝月〜金曜日
認 吹田くすのきこども園m6170・5001 ◦園
庭開放=第2土曜日◦プール開放=8月3日◦育児
相談=火曜日
南保育園m6386・3900 ◦園庭・ホール開放＝
月曜日◦あかちゃん会＝5月13、27日、6月10、
24日、7月8、22日、8月5、19日◦こどもの日
＝5月9日◦どろんこ＝6月3、10、17、24日◦
七夕＝7月5日◦プール開放＝7月8、22、29日、
8月5、19、26日◦夏祭り＝7月27日

地域子育て支援センター

片山・岸部

市民の 施設の
ひろば 催 し

片山・岸部地域

認 かんらんこども園m6384・5820

開放＝8月3日（要予約）◦育児・電話相談＝随時
のんの敬愛保育園m6877・8577 ◦子育て相
談会＝第4月曜日◦園庭開放＝第4土曜日
第二愛育園m6878・5551 ◦園庭開放＝火・
水・金曜日◦七夕=7月上旬◦どろんこ＝7月上
旬◦地蔵盆=8月下旬◦育児・電話相談＝随時
きりん夜間愛育園m6878・0255 ◦室内開放
＝月曜日◦育児・電話相談＝随時
認 蓮美幼児学園千里丘キンダースクールm687
6・4154 ◦園庭開放＝第1金曜日◦子育て応援
教室=5月24日、7月1日◦室内開放＝第4木曜日
◦育児・電話相談＝随時
南山田みどり保育園m6876・3713 ◦園庭開
放＝第2・4水曜日◦七夕＝7月5日◦プール開放
＝7月10、24日、8月7、28日◦育児・電話相談
＝随時
彩 つばさ保育園m6876・0283 ◦育児相談＝

ＪＲ以南

相 談
その他

◦園庭開放
＝水曜日◦どろんこ＝6月15日（要予約）◦七夕＝
7月5日（要予約）◦夏祭り＝7月13日◦プール開
放＝8月3日（要予約）◦育児・電話相談＝随時
吹田保育園m6381・1782 ◦園庭開放・ホー
ル開放＝月曜日◦赤ちゃん会＝おおむね第2月曜
日◦子どもの日＝5月15日◦どろんこ＝6月3、
10、17、24日◦プール開放＝7月8、22、29日、
8月5、19日◦夏祭り＝7月

◦電話相談＝随時

地域

業

仕事・観光

産

こばと保育園m6383・2640 ◦園庭開放＝5月
20日、6月3、17日、7月1、22日◦こどもの日
＝5月14日◦どろんこ＝6月22、29日◦七夕＝7
月3日◦プール開放＝7月27日、8月24日◦身体
測定・健康相談＝5月13日、6月10日、7月8日、
8月5日◦誕生日会・あそぼう会＝5月27日、6月
24日、7月29日、8月26日◦3階開放＝8月19日
◦育児・電話相談＝随時
吹田どんぐり保育園m6381・5331 ◦ひろば
開放＝第１火曜日◦育児・電話相談＝随時

認 ＝幼保連携型認定こども園

電話

どろんこ遊び

園庭・ホール開放は園の行事と重なった日は除く。電話相談・育児相談は各園随時受け付け。
七夕（7月）

6382・7010 5月27日、6月3日

プール開放

2日

7月8、17、22日、8月26日

吹一

6382・7782

5月24、31日
どろんこ大会 6月7日

2日

7月11、19、25、31日、
8月8日

吹六

6319・0237

5月20、27日、6月3日
どろんこ大会 6月5日

3日

7月8、22、29日、
8月5、19日

岸部

6389・2838 6月3、10、17日

7月18、25日、
2日
8月1、8、22日
岸部保育園で
7月16、23、30日、
合同開催
8月6、20日

ことぶき 6388・4411 6月4、11、18日

すくすくの
ホームページ

片山

6380・9558

5月29日、
6月5、19日

2日

7月18、24、31日、
8月21日

垂水

6386・2974

5月27日、
6月3、10日

2日

7月1、22、29日、
8月5、19日

いずみ

6388・6088

5月29日、
6月5、12、19日

千里山

5月27日、
6389・2200
6月3、10、24日

4日
7月10、17、24、31日、
吹ニ地区公民
8月7日
館で

夏祭り
未定

園庭開放

その他

●赤ちゃん会＝月1回月曜日●いっ
月曜日
しょにあそぼう＝おおむね月1回月
ホール開放も
曜日

●赤ちゃん会＝5月23日、6月21
月～金曜日
日、7月12日、8月28日 ● い っ し
ホール開放も
ょにあそぼうデー＝6月24日
8月下旬
月曜日
●赤ちゃん会＝5月20日、6月17
ホール開放も 日、7月22日、8月19日
8月下旬

月曜日
●赤ちゃん会＝5月27日、6月21
ホール開放も 日、7月9日、8月2日

7月下旬 火曜日

●赤ちゃん会＝5月27日、6月21
日、7月9日、8月2日

8月下旬 月～金曜日

●赤ちゃん会＝おおむね第1月曜日
●ホール開放＝おおむね第3月曜日

－
7月下旬

月曜日

●赤ちゃん会＝第1・2・3月曜日

水曜日
●赤ちゃん会＝5月15日、6月19
ホール開放も 日、7月17日、8月21日

●赤ちゃん会＝5月20日、6月17
月曜日
日、7月22日、8月19日 ● 交 流 保
8月下旬
ホール開放も 育=5月13日、6月10日●学習会＝
6月15日

2日

7月8、22、29日、
8月5、19日

6386・9178 5月29日、6月5、12日

2日

7月10、17、24、31日、
8月7日

7月下旬 水・土曜日

●ホール開放=水曜日●千三赤ちゃ
ん 会=5月22日、6月5日、7月19
日、8月29日●ちくりん赤ちゃん
会＝7月12日

6877・3536 6月3、10日

2日

7月11、16日、8月6日

8月下旬
の土曜日

●赤ちゃん会＝おおむね月1回月曜
日（8月は除く）

山三

6876・4602 5月20日、6月17日

2日

7月19日、8月1日

7月下旬
の土曜日

山田

6878・0223 5月28日

2日

7月8、22日、8月19日

－

月曜日
●赤ちゃん会＝7月9日、8月26日
ホール開放も

はぎのき
6872・1012 5月15日、6月19日
こども園

2日

7月17日、8月21日

－

第3水曜日（7、●赤ちゃん会＝5月8日、6月5日、
8月は除く） 7月17日、8月21日

2日

7月10、17、24、31日、
8月7、21日

千三

西山田

南千里

5月29日、
6871・0767
6月5、12、19日

vメールアドレス

月曜日

8月下旬 月～金曜日

アドレスの記載がないものは裏表紙のQRコードか市ホームページに問い合わせ一覧があります

l用紙は市ホームページからダウンロードできます

u健康ポイント対象

x申し込みは市ホームページへ

●赤ちゃん会＝月1回月曜日（8月は
除く）

●ホール開放＝火・水・木曜日●
こどもの日＝5月8日●赤ちゃん会
＝5月22日、6月18日、7月16日、
8月28日

市報すいた
令和元年5月号
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