
回数

園名

5月14日 （火） 6月4日 （火） 7月2日 （火） 9月4日 （水） 10月17日 （木） 11月5日 （火） 2月4日 （火）

5月7日 （火） 6月11日 （火） 7月16日 （火） 9月5日 （木） 11月5日 （火） 1月15日 （水） 2月4日 （火）

5月15日 （水） 6月19日 （水） 7月17日 （水） 9月4日 （水） 10月23日 （水） 1月29日 （水） 2月12日 （水）

5月22日 （水） 6月12日 （水） 7月17日 （水） 9月4日 （水） 11月19日 （火） 1月22日 （水） 2月6日 （木）

5月14日 （火） 6月18日 （火） 7月9日 （火） 9月10日 （火） 10月29日 （火） 1月21日 （火） 2月18日 （火）

9月25日 （水） 10月29日 （火） 11月5日 （火） 11月19日 （火） 12月3日 （火） 2月12日 （水）

5月7日 （火） 6月11日 （火） 7月2日 （火） 9月10日 （火） 11月5日 （火） 12月10日 （火） 2月4日 （火）

5月8日 （水） 6月20日 （木） 7月3日 （水） 9月4日 （水） 11月6日 （水） 1月9日 （木） 2月5日 （水）

5月15日 （水） 6月5日 （水） 7月17日 （水） 9月4日 （水） 11月7日 （木） 12月18日 （水） 2月19日 （水）

5月23日 （木） 6月19日 （水） 7月4日 （木） 9月6日 （金） 11月14日 （木） 12月17日 （火） 2月14日 （金）

5月9日 （木） 6月26日 （水） 7月17日 （水） 9月3日 （火） 11月7日 （木） 12月18日 （水） 2月13日 （木）

5月9日 （木） 6月11日 （火） 7月10日 （水） 9月4日 （水）

5月16日 （木） 6月19日 （水） 7月5日 （金） 9月4日 （水） 11月20日 （水） 1月28日 （火） 2月20日 （木）

5月15日 （水） 6月12日 （水） 7月17日 （水） 9月4日 （水） 11月1日 （金） 1月15日 （水） 2月12日 （水）

5月22日 （水） 6月6日 （木） 7月5日 （金） 9月10日 （火） 11月13日 （水） 1月8日 （水） 2月5日 （水）

5月14日 （火） 6月25日 （火） 7月23日 （火） 9月3日 （火） 11月12日 （火） 12月18日 （水） 1月15日 （水）

園庭遊び どろんこ遊び どろんこ遊び どろんこ遊び 園庭遊び 園庭遊び 園庭遊び
あずま保育園

やつか保育園
制作をしよう！

さかえ保育園

まつばらきた保育園
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草加市子ども未来部保育課

保育園児との交流をとおした遊びの場、友だちづくりの場として、約年７回地域の子ども達に保育園を開放しています。

希望する方は事前に各保育園にお申込みください。詳しくは各保育園（裏面に電話番号等記載）へお願いいたします。

H31.4 現在

1 2 3 4 5 6

園庭遊び 園庭遊び 園庭遊び 園庭遊び 園庭遊び

園庭あそび どろんこ遊び みず遊び どろんこ遊び 消防車を見よう 親子ふれあい遊び

※日程・内容については、変更する場合もありますのでご了承ください。

園庭遊び どろんこ遊び どろんこ遊び どろんこ遊び 園庭遊び 園庭遊び 園庭遊び

園庭遊び 園庭遊び

しんえい保育園

やはた保育園

こやま保育園

ひかわ保育園

あおやぎ保育園

やつかかみ保育園

しのは保育園

あさひ保育園

やなぎしま保育園

にしまち保育園

せざき保育園

しんぜん保育園

たかさご保育園

きたうら保育園

遊園地ごっこ園庭遊び 泥んこ遊び 水あそび パネルシアター ミニ運動会 リズム遊び

リズム・室内あそび

外あそび 外あそび 外あそび 外あそび 外あそび 外あそび リズム

どろんこあそび 戸外あそび 戸外あそび 戸外あそび 戸外あそび

室内･園庭あそび

戸外遊び 戸外遊び どろんこ・水遊び どろんこ・水遊び 戸外遊び リズム・ふれあい遊び リズム・ふれあい遊び

園庭あそび 泥んこあそび 泥んこあそび 園庭あそび 園庭あそび 室内･園庭あそび

戸外あそび戸外あそび 戸外あそび 七夕 泥んこあそび 戸外あそび 消防署派遣

園庭遊び どろんこ遊び 水遊び パネルシアター 消防車 大型絵本

平成３１年度　なかよしひろば年間計画表

リズムあそび

園庭あそび 泥んこあそび 水あそび 園庭あそび 園庭あそび リズム・園庭あそび 室内・園庭あそび

園庭あそび 泥んこあそび 七夕集会 お楽しみショー 室内あそび 室内あそび

消防車見学

戸外遊び どろんこ遊び 水遊び

園庭遊び

園庭遊び 園庭遊び 園庭遊び 園庭遊び

戸外遊び 戸外遊び リズム遊び 室内遊び

戸外遊び 戸外遊び 七夕会 水遊び 戸外遊び コーナーあそび



保育園名 所在地 電話番号

たかさご保育園 吉町５－１－４８ ９２２－２６４４

きたうら保育園 草加１－３－１ ９４６－６００６

あずま保育園 中央１－２－５ ９２２－１９３２

やつか保育園 谷塚町１０５８－３ ９２５－５９７４

さかえ保育園 松原１－３－１ ９４２－０９０１

まつばらきた保育園 松原５－６－１ ９４２－２３５４

しのは保育園 弁天１－１０－１５ ９３１－５１５０

あさひ保育園 旭町６－１４－２ ９４１－２５２５

やなぎしま保育園 柳島町１３０ ９２７－１４８２

にしまち保育園 西町４４２ ９２７－０６７６

せざき保育園 瀬崎５－３５－１０ ９２４－９７３６

しんぜん保育園 新善町４３３－４ ９４１－５９２９

しんえい保育園 新栄４－８１３－３２ ９４１－５８８７

やはた保育園 八幡町４７３ ９３６－９６７０

こやま保育園 小山１－１９－１ ９４１－９４００

ひかわ保育園 氷川町１８０３ ９２７－６８５５

あおやぎ保育園 青柳７－２－１ ９３６－６８６６

やつかかみ保育園 谷塚上町２１９－１ ９２５－１２５２

Ｈ３１．４現在

保育園に関するお問い合わせ

なかよしひろばのお申し込み・お問い合わせ

草加市 子ども未来部　保育課
９２２－１４９１（直通）

草加市ホームページ

　http://www.city.soka.saitama.jp/


