
令和４年度

電　話 主な年間活動内容 実施回数等 特にPRしたいこと

まえばしこども園 231-3003

子育て支援　げんき
親子参加型行事（誕生会・バザー・運動会等）育児相談
保育体験（身体測定、親子製作、プール、読み聞かせ等）
・一時保育事業（有料）　　　　　・園庭開放（随時）
・教育、保育相談（随時）

げんき
月4回　10:00～11:30

専用の保育室で気軽に遊
べる場を提供し、お母さ
ん同士の友だちの輪も広
がります。

相愛館 231-7102 参加型行事、育児相談、保育体験 毎週火・水・木曜日

二之宮保育園 268-3620
・育児、保育相談（随時　無料）　・一時保育事業（有料）
・園庭開放事業（月～金　無料）
・親子でわくわくひろば（年数回　無料）

左記の通り

あおぞら総社 251-5428

室内外の遊び（リズム遊び、読み聞かせ、ふれあい遊び、散歩等。
季節によって、プール、砂場、シャボン玉遊び等）。毎月の誕生
会、身体測定、季節の製作、育児講座等。ミニ運動会やクリスマス
会、お店屋さんごっこ等のイベントも行っています。月１回土曜日
の「パパと遊ぼう」ではパパならではのダイナミックな遊びを楽し
んでいます。
※詳しくはホームページをご覧ください。

月～金曜日　全年齢児
月１土曜日　全年齢児

ふたばこども園 269-2085

・親子の集いの広場事業「つめくさ広場」
（園庭開放・散歩・水遊び・身体測定など）
・一時保育事業（有料）
・育児相談

・つめくさ広場【週2回程
度】
・一時保育事業【月～金】
・育児相談【開園時間内いつ
でも】

つめくさ広場はお母さん
同士の交流の場ともなっ
ています。気軽に遊びに
来て下さい。

SuruSu祝昌こども園 265-3611

・未就園児親子登園事業「いるかくらぶ」（火･金１０時～１１
時）
・教育・保育相談事業（毎日）
・一時預かり事業（月～金　有料）
・講師による親子教室（年３回）

左記のとおり

もものき 232-7000
・子育てルーム「おはなばたけ」（未就園児対象、月～金10：30か
ら）
・教育保育相談事業（随時）

左記のとおり

おりーぶの森 265-1912

・子育て支援「たんぽぽのへや」
室内外遊び、お散歩、リズム遊び、感触遊び、絵本の読み聞かせ、
プール遊び、身体測定・手型足型取り、スキンシップ遊び、園外活
動、園児との交流、子育て座談会、看護師によるお悩み相談など。
・園庭開放

子育て支援「たんぽぽのへ
や」
毎週月・水曜日
9:30～10:45
園庭開放　毎週金曜日
9:30～11:00

気軽に集まって、アット
ホームな雰囲気で、楽し
んでいます。月１回「プ
レママ赤ちゃんの日」を
設定しています。

駒形こども園 266-4587 育児相談、保育体験等 毎週水・木曜日

大胡第２こども園 283-6778

・教育保育、健康、食事、アレルギー等の相談事業（随時）
・子育て支援講演会（年1～2回）
・保育見学事業（要予約）
・参加型行事
・一時預かり事業（要予約）
・園庭開放事業

左記の通り

大胡第３こども園 284-0055

・教育保育、発達、離乳食、アレルギー、子育て等、相談事業（随
時）　※相談は、電話、メール、リモート、対面が可能です。ホー
ムページからのお問い合わせもご利用ください。
・参加型行事、保育体験等（随時）

左記の通り
お気軽にお問合せ下さ
い。

赤城育心こども園 283-4148

・園庭開放…月曜日～土曜日10：00～11：30
・こども園保育・給食体験…毎月1回10：00～12：00（同年齢児と
一緒にこども園の生活を体験できます）
・育児相談…電話相談・来園相談・家庭訪問相談（ご家庭に保育の
専門家が訪問します）
・地域子育て支援に関する情報提供…お子さんが利用できる施設や
入園等、当園以外のことでもご相談に応じます

左記のとおり
お電話でお問い合わせくださ
い。

緑豊かな赤城育心こども
園にレジャー感覚で遊び
に来ませんか？子育て家
庭だけでなくマタニ
ティーママ・パパもお待
ちしています。

ひまわりこども園 285-5920
子育て支援広場「にじいろ」
参加型行事、育児相談、保育体験、園庭解放等

毎週２回程度

SuruSu上陽こども園 266-1493

・ふれあい保育（月～金、9：30～11：30）
・園庭開放（月～金、13：00～16：00）
・ベビーの日（1歳未満、月３～４回）
・講師による親子教室（年３回）
・育児相談、電話相談
※詳しい日程は電話で問い合わせいただくかホームページをご覧ください

左記のとおり

就園前のお子さんとお母
さんが楽しく遊び、情報
を交換しながら語り合え
る場所を提供していま
す。

たちばな 266-7007

・たまごクラブ
　参加型行事、育児相談、保育体験、ベビーマッサージ、離乳食体
験
・園庭開放
　午前９時～１２時

・たまごクラブは週２回程度
・園庭開放は毎日

バスに乗って公園へ行く
園外保育等も行っていま
す。

ろっくひよこ
プリスクール

221-8579

・園庭開放事業（毎週水曜日9：30～11：00　無料）
・認定こども園体験事業（毎月1回9：30～11：00　無料）
・教育・保育相談及び園見学事業（平日10：00～11：00　無料　要
予約）
・地域の子育て支援に関する情報提供・紹介事業（随時 無料）

左記のとおり

園庭開放並びにこども園
体験事業については、群
馬県の警戒レベルが２･
３･４で中止となります。
警戒レベルが０･１の場合
は予約制となりますの
で、園に直接お問い合わ
せください。

 認定こども園子育て支援事業 　施設別一覧表

施設名
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令和４年度

電　話 主な年間活動内容 実施回数等 特にPRしたいこと

 認定こども園子育て支援事業 　施設別一覧表

施設名

あおぞら北 233-2144

・園庭開放（月～金　９：３０～１５：００　無料）現在建替え中
のためお休み。１月より再開予定
・育児相談・園見学（月～金　随時　無料　要予約）
・一時預り（月～金　８：３０～１６：００　有料　要予約）
・地域の子育てに関する情報提供
・給食体験（月１回程度　有料　要予約）→現在コロナのためお休
み
・室内外の活動（月２回　10：00～11：00）
（読み聞かせ・だんべえ踊り・サーキット遊び・新聞紙遊び・季節
の製作・リズム遊び・公園散歩・エプロンシアター・パネルシア
ター・情報交換座談会

左記のとおり

室内外の活動などの参加
は予約が必要となります
が、園の先生と楽しい時
間を過ごしませんか。
ちょっとした悩み相談に
もお答えします。お気軽
にご利用下さい。

共愛学園こども園 266-1010

・室内、園庭開放
・看護師による講話、身体測定、誕生会、クリスマス会
・育児相談
・一時預かり事業（随時　応談　有料）

日程は園のホームページをご
覧ください。

子育て相談も行っていま
す。園のホームページを
ご覧下さい。

ぽらりすこども園 230-5335

・園庭開放(月～金9：30～11：30、13：30～16：30　無料)
・室内開放(月～金9：30～11：30、15：00～16：30　無料)
・育児相談(月～金　随時　無料)
・一時預かり保育(月～金8：30～16：00　有料)

左記の通り

園庭の遊具やチャレンジ
タワー、ビオトープ等を
親子で自由にご利用いた
だけます。

清心幼稚園 231-2415

・園開放「なにしてあそぶ？」（園で自由に遊べる日/要予約・無
料）
・子育て相談（随時）
・一時保育「ゆめみらい園・おおてまちこども園」（予約・有料）

日程は園のホームページをご
覧ください

わかくさ幼稚園 264-0600
・未就園児親子登園「ピコちゃんクラブ」
（GrapeSEED英会話体験・クラフト遊び…etc）

日程は園のホームページをご
覧下さい。

子育て相談も行っていま
す。園のホームページを
ご覧下さい。

静和幼稚園 221-7452
①たまごクラブ（毎月1回　金曜日　9：45～11:30　参加無料）
②ようちえんで遊びましょう（７月、８月　各１回）
③一時預り事業（随時・有料）

①年間10回
②年間2回
③随時

優しい先生と一緒に歌っ
たり、お遊戯をしたりし
て、楽しく遊びましょ
う。
育児相談も受付けていま
す。

いずみ幼稚園 261-0553

・未就園児教室「はとぽっぽ教室」（週1回）
・子育てサークル（不定期）
・子育て座談会（月1回）
・園庭解放（随時）

左記のとおり

元総社幼稚園 251-2076
オープンキンダーガーデン(製作・絵本・手あそび・季節の行事・
誕生会・身体測定・園庭解放など）

月6～8回
新しい園舎・園庭でお友
達と一緒に様々な体験が
出来ます。

敷島幼稚園 231-8494
未就園児親子対象「ちゅうりっぷクラブ」
親子でのふれあい遊び  制作あそび　リズムあそび
お誕生日会　読み聞かせなど

年11回程度

二子山幼稚園 263-2233

・幼稚園体験教室「るんるんひろば」（月1～2回程度）
　未就園児の親子のためのあそびの場
　（運動あそび、しゃぼん玉あそび、読み聞かせ、カレンダー作
り、お楽しみ会など）
・一時預かり保育「わくわくルーム」（週1～2回程度・有料）
　未就園児を時間単位で預かり保育、子育て相談など

左記のとおり
（HPで詳細をお知らせいたし
ます）

るんるんひろば、わくわく
ルームともに少人数制で実施
しています。

大利根育英幼稚園
分園 朝日が丘こども園

253-5460
225-2250

未就園児親子登園（季節の製作・運動遊び・リズム遊び・水遊び・
園外遊び・クリスマス会等（木曜日１０：３０～１２：００））

日程は園のホームページをご
覧下さい。

育児相談も
受けています。

第二あさひ幼稚園 232-2080
みみちゃんクラブ
（園庭または室内で楽しく遊ぶ）

月２～３回
の午前中

ひろせ幼稚園 263-1571

生後３カ月から未就学児親子対象「ひまわりルーム」
・支援室、園庭開放、製作、身体測定、園外保育　など。
・育児相談
※詳しい日程は月のおたより、ホームページをご覧ください。

毎週水曜日
10時～12時

おうちにいるような雰囲
気の中、親子で楽しい時
間を過ごしましょう。

明和幼稚園 269-7041
未就園児教室
（地域の子育て保護者に対する一時預かり事業）

原則毎日
（行事日を除く）

慈照幼稚園 268-2557

・未就園児教室
　ぴょんちゃんクラブ（月１回　無料）・ひよこクラブ（週2回
有料）・まめぴょんクラブ（月1回　無料）
・園庭開放（毎日　無料）・教育相談（随時　無料）
・一時預かり事業（随時　有料）
・ひよこクラブ（随時　1日6人まで毎回予約　有料）
・親子体操教室（年数回　無料）

ぴょんちゃんクラブ・まめっ
こぴょんちゃんクラブ10：00
～11：00
6月～3月
ひよこクラブ9：30～11：30
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令和４年度

電　話 主な年間活動内容 実施回数等 特にPRしたいこと

 認定こども園子育て支援事業 　施設別一覧表

施設名

こまがた幼稚園 266-2335

①未就園児の親子登園「ぺんぎんクラブ」
➁子育てサークル「コアラ」
（保護者が計画する親子で楽しむ会）
③子育て相談

①10:00～11:15無料
➁年間3回（予約）
③随時（電話も可）
※日程についてはHPをご覧く
ださい。

・親子登園事業や園庭開
放では、身体測定・制作
活動・季節の行事・お誕
生日会等を行なっており
ます。
・子育て相談も受け付け
ております。言語聴覚
士・臨床心理士・コーチ
ングの先生がおり、相談
機能が充実しております
ので、ご相談ください。

桃瀬幼稚園 243-5977 ようこそ もものせようちえんへ! (園庭開放　保育体験　育児相談等) 月１～２回

元景幼稚園 253-2373

・未就園児親子対象「にこにこひろば」無料
（親子でのふれあいあそび、制作あそび、リズム遊び、読み聞か
せ、毎月のお誕生日会、園庭開放など）
・園行事参加
（交通安全教室、夏祭り、お楽しみ会など）
・育児相談
・詳細は電話でお問い合わせ下さい。

月２回（第一、第三水曜日）
10：30～11：30

令和３年度より新園舎に
なりました。色彩豊かで
楽しさいっぱいの園舎で
す。お気軽にお問い合わ
せください。

あさひ幼稚園 261-7731
未就園児教室「みみちゃんくらぶ」
・園庭開放（月・金曜日、無料）
・ゲーム、制作の日（火曜日、無料）

毎週月・火・金
随時、育児相談も行って
います。

山王幼稚園 266-5120
・未就園児の親子登園事業（年間50回程度 ）登録制
・制作・リトミック・子育て相談・育児の情報交換等

月4回程度
１回親子８組以内
受付月～金曜日午前中

清華幼稚園 268-1992

・未就園児親子対象「コッコクラブ」
（親子でのふれあいあそび、園庭開放など）
・育児相談・教育相談
＊詳しい日程等はお電話でお問い合わせ、またはホームページでご
確認下さい。

月２～３回
コロナ対策をしておりま
すので是非お出掛け下さ
い。

しょうび第二幼稚園 265-3596

・未就園児の親子登園事業「わくわくキッズ」　月１～2回
（運動あそび、リズムあそび、製作あそび、パネルシアター、
等々）
・育児・教育相談　　随時

日程や詳しいことは園のホー
ムページをご覧ください

育児相談や子育て情報交
換の場にもなっていま
す。

木の実幼稚園 285-4832
①つくしんぼクラブ　（毎月2回　月曜日）
②こりすクラブ（一時預かり）随時　　有料
③冒険遊び場プレイフォレスト（幼児までは保護者同伴）

①毎月2回　月曜日に実施
②随時（有料）
③毎月第2第4日曜日9:00～
16:00

①在園のお母さんも参加
するのでママの立場から
色々とお話しを聴けま
す。
③乳児から大人まで森の
中で思いっきり遊べま
す。

いしい幼稚園 288-3531
・未就園児親子体験教室「ちびっこにこにこ」(月１ 回　無料)
・育児相談「ひまわり相談」(毎週木曜日)  ・園庭開放（月１回）

左記のとおり

・「ちびっこにこにこ」
の詳細は園のホームペー
ジをご覧ください。
・園児の活動の様子など
も見学できます。

ポケット幼稚園 288-3535
①未就園児親子の集い「ミニポケット」月１回程度無料
②育児相談無料
③一時預かり事業「プレポケット」有料

鈴蘭幼稚園 251-2180

①未就園児の子育て支援事業「プレすずらん」
②未就園児の一時預かり保育「うさちゃんクラブ」
③子育て講演会（大学講師等）
④子育て相談

日程は園のホームページを
ご覧下さい。

子育て支援事業「プレす
ずらん」では、園庭開放
や親子コンサート、園行
事などに参加できます。

明星幼稚園 223-0804 未就園児園庭開放、保育体験、育児相談等 月１～２回
日程など詳細は園のホー
ムページをご覧下さい。

しょうび第一幼稚園 231-1728 未就園児の親子・こども園体験事業 月１～２回
実施日は園のホームペー
ジにて掲載

江木幼稚園 269-0809
①未就園児の親子登園事業「さくらんぼ」0～1歳児
②未就園児の親子登園事業「ぴよぴよクラブ」2～3歳児
（親子体操、リズム遊び、制作遊び、水遊び、人形劇、紙芝居等）

①　月1回
②　月1～2回

申し込みは園ホームペー
ジの申し込みフォームか
ら　　　園の先生と楽し
く遊びお母さん同士の交
流も

粕川幼稚園 285-3326

・モコちゃんくらぶ
（身体測定、歌、手遊び、リトミック、体操教室、ゲーム遊び、制
作あそび等）
・園行事参加
（年長さんと遊ぼう、スイカ割り、納涼祭、運動会、未満児交流、
さつま芋掘り、クリスマス会等）

毎週金曜日

園児交流や親子ふれあい
遊び等一緒に楽しみま
しょう。終了後は涼しい
木陰の園庭で遊んでいっ
てください。

富士見幼稚園 288-5995

①未就園児親子の「めだかクラブ」(無料)
（園機能開放と親子で模擬保育・子育て相談）
②休園日親子活動（遊び体験と集いの広場）
③一時預かり保育(随時　応談)

①毎週　月曜日～金曜日
　　　　金曜日のみ園庭開放
　　　（午前10:00～12:00）
②年3回程度
③随時

認
　
　
定
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も
　
　
園



令和４年度

電　話 主な年間活動内容 実施回数等 特にPRしたいこと

 認定こども園子育て支援事業 　施設別一覧表

施設名

あおいこども園 212-4670
①子育て支援「あおいキッズくらぶ」
　　　育児相談、ふれあい遊び、親子製作など
②一時預かり保育「わかばクラス」

①毎週水曜日（感染症により
中止の場合有）
②随時

新園舎完成しました！
家庭的な温かい雰囲気の
中で交流遊びを楽しみま
しょう。

大手町くりの木
保育園

224-7556

◎未就園児親子参加登園
「元気マロン子育て支援」(火・木10：00～11：00)
(制作、読み聞かせ、手遊び、歌、触れ合い遊び、身体測定、育児
相談等)

◎くりの木保育園親子参加
  園の季節の行事に親子で参加していただき、楽しんでいただきま
す。　　(電話予約制)

左記の通り

元気マロン子育て支援施
設は園で行っている遊び
や制作を親子で楽しむ場
を提供しています。保育
教諭の子育て支援員が育
児相談も行っています。

しゃか第二
こども園

253-2653
①未就園児の一時預かり保育「チューリップ組」
　(月～金曜日 土・日・祝日は休み　9:00～16:00　1日2,000円)
②子育て相談(随時応相談　無料）

左記の通り


