
1　保育所（園）

施設名 対象年齢 所　在　地 電話番号 保育所見学説明会、園庭開放日等

高松保育所 0歳～5歳 天王寺町南1-6-8 6627-3012 ○施設見学…施設に電話のうえ、随時受け入れ

阪南保育所 0歳～5歳 阪南町3-26-13 6623-0277

○見学説明会（場所：阪南保育所）
月日：9月10日（金）、9月27日（月）、10月6日（水）
時間：いずれもの日も①10時30分～11時、②11時～11時30分
定員：各回とも5名
・参加を希望される場合は事前に電話連絡をお願いします。

三明保育園 0歳～5歳 三明町1-2-24 6621-2700

○見学説明会（場所：三明保育園）
月日：8月28日（土）、9月25日（土）
時間：いずれの日も①9時30分～10時、②10時30分～11時、③11時30分～12時
定員：各回とも5名
・参加を希望される方は事前に電話連絡をお願いします。
〇施設見学
見学会日のみ見学可能（電話予約要）

望之門保育園 0歳～5歳 阿倍野筋5-13-17 6651-7741

ナルド夜間保育園 0歳～5歳 阿倍野筋5-13-17 6651-0802

マナ乳児保育園 0歳～2歳 阿倍野筋5-12-10 6653-6500

長楽保育園 0歳～5歳 阪南町3-42-7 6622-3423

○見学説明会（場所：長楽保育園）
月日：8月19日（木）、8月28日（土）、9月2日（木）、9月14日（火）
時間：いずれの日も10時～10時40分
定員：各回とも10組
・参加を希望される方は事前に電話連絡をお願いします。

育徳園保育所 0歳～5歳 阪南町5-12-5 6621-1901

○見学説明会（場所：育徳園保育所）
月日：8月18日（水）、8月21日（土）、9月11日（土）、9月15日（水）、9月25日（土）
時間：いずれの日も①10時～10時50分、②14時～14時50分
定員：各回とも15組（保護者１名、子どもの同伴は可能です）
・参加を希望される方は事前に電話連絡をお願いします。
・見学説明会は施設見学も兼ねております。

阿さひ保育園 0歳～5歳 旭町3-1-6 6631-4718

○見学説明会（場所：阿さひ保育園）
月日：8月30日（月）、9月9日（木）、9月18日（土）
時間：いずれの日も10時～11時
定員：各回とも10名
・参加を希望される方は事前に電話連絡をお願いします。
○施設見学…施設に電話のうえ、随時受け入れ
※子育て支援拠点事業「ほっこり」を実施しています。月曜日：ねんねの赤ちゃん、火曜日：ずりばいの赤
ちゃん、水曜日：歩けるようになったら、木曜日：概ね2歳児（ｐｍ）午前中はおひさまほっこり（近隣の公園利
用）、金曜日：概ね2歳以上。毎日10：30～12:30・13：00～15：30ですので、ご利用ください。月曜日～金曜日
で年齢によりまして対象曜日が異なります。

にしたなべ太陽保育園 0歳～5歳 西田辺町2-1-12 6691-4104

○施設見学…施設に電話のうえ、随時受け入れを行います。
定員：密を防ぐために１日１組（大人は１名）
○園庭開放日
日時：9月22日（水）、11月17日（水）
時間：いずれの日も10時～10時40分

松の実保育園 0歳～5歳 阪南町1-16-10 6623-5400

○オンライン見学説明会
月日：9月18日（土）、10月9日（土）
時間：いずれの日も10時30分～11時30分　　　定員：なし
・HPの「お問い合わせ」に掲載しているアドレスに必要事項をメールにてお送りください。
○施設見学…オンライン見学説明会の中で動画にてご紹介します。
○園庭開放日…　8月21日（土）、9月25日（土）、10月2日（土）
時間：いずれの日も10時～11時30分
定員：各回とも４組（大人1名、子ども1名）
・予約が必要ですので、希望される方は事前に電話連絡をお願いします。
・子育て支援プログラム（園庭開放等）の詳細につきましては、子育てミニニュースをご覧ください。今後の新
型コロナウイルス感染状況により、中止や縮小等の変更が生じる可能性があります。当日は入園説明や見
学は行ないませんのでご了承ください。

あい保育園昭和町 0歳～5歳 昭和町2-12-27 6621-6077

○見学説明会（場所：あい保育園昭和町）
日時：9月24日（金）10時～11時（0～1歳児対象）　定員：15名
日時：9月25日（土）10時～11時（1～5歳児対象）　定員：30名
・参加を希望される方は事前に電話連絡をお願いします。
・保護者のご参加は１名（子どもの同伴可能）とし、参加人数によっては先着順にて人数制限させていただく
場合もあります。対象年齢を決めておりますが都合がつかない場合はお電話の際にご相談ください。
○施設見学…施設に電話のうえ、随時受け入れ
○園庭開放日
月日：9月15日（水）、9月29日（水）
時間：いずれの日も10時30分～11時
・リトミックに参加したり屋上園庭でも遊べます。

クオリスキッズ
あべの橋保育園

0歳～5歳 松崎町2-5-24 6623-0737

○見学説明会（場所：クオリスキッズあべの橋保育園）
月日： 9月3日（金）、9月7日（火）、 9月16日（木）、9月22日（水）、9月27日（月）、10月5日（火）
時間：いずれの日も16時～17時
月日：9月11日（土）
時間：10時～11時（園庭開放日、在園児と一緒に遊んだりした後、見学会や説明会を行います）
・いずれの日も先着８組です。参加希望の方は事前に電話連絡をお願いします。予約日に急に参加出来なく
なった時は至急ご連絡ください。マスク着用の上、スリッパのご持参のご協力をお願いします。
○施設見学…上記説明会と同日のみ実施

阿倍野区内の保育所（園）・認定こども園　見学説明会等実施日程（令和3年8月10日現在）

※保育施設により保育方針や取組みはさまざまですので、申込みの際には必ず希望する施設を見学しておいてください。

○見学説明会（場所：望之門保育園）
日時：9月4日（土）　①9時30分～10時30分（0～2歳児対象）、②11時30分～12時30分（0～2歳児対象）
③15時～16時（0～2歳児対象）、④15時～16時（3～5歳児対象）
・参加を希望される方は事前に電話連絡をお願いします。
○施設見学…施設に電話のうえ、随時受入（見学説明会に都合がつかない方）
○園庭開放日
月日：9月14日（火）
時間：9時30分～10時30分（1・2歳児対象）
・マナ乳児保育園の2歳児は、保育要件に変更がなければ、卒園後は望之門保育園かナルド夜間保育園に
入園となります。

【ご注意】新型コロナウィルス感染状況等に伴い、説明会や見学会・園庭開放を変更、延期、中止等を行う場合がありますのでご了承
ください。
見学説明会等には、マスク等の感染予防の対策を行い参加してください。なお、発熱等の症状がある方は参加を控えていただきます
ようお願いします。



阿倍野区内の保育所（園）・認定こども園　見学説明会等実施日程（令和3年8月10日現在）

りんりん保育園
阪南町

0歳～5歳 阪南町7-9-22 6695-3337
〇施設見学　園内見学は土曜日のみ受付けしています。平日は園外にてパンフレットの配布のみ可能。平
日の園内見学の再開時期は現在検討中です。
・参加を希望される方は事前に電話連絡をお願いします。

かがやきの森保育園あ
いおい

0歳～5歳 相生通1-9-27 6652-6200

○見学説明会（場所：かがやきの森保育園あいおい）
月日：9月11日（土）、10月9日（土）
時間：いずれの日も10時～11時
 ・参加を希望される方は事前に電話連絡をお願いします。
○施設見学…施設に電話のうえ、随時受け入れ

宙音つばさ保育園 0歳～5歳 北畠1-12-21 4399-0283

○施設見学…施設に電話のうえ、随時受け入れを行います。
〇園庭開放日
月日：9月10日（金）、10月22日（金）
時間：いずれの日も10時～11時
・事前に電話予約が必要です。

きたばたけ保育園 0歳～2歳 北畠3‐8‐30 6653-8627 〇施設見学…施設に電話のうえ、随時見学受け入れ

せいあい保育園 0歳～2歳 丸山通1-3-61 6651-2830

〇見学説明会（場所：聖愛幼稚園ホール）
日時：9月11日（土）　9時～10時
・参加を希望される方は事前に電話連絡をお願いします。
〇施設見学…施設に電話のうえ、随時受け入れ
○園庭開放日
月日：９月１日（水）、９月８日（水）、９月１５日（水）、９月２２日（水）
時間：いずれの日も9時30分～11時30分
・検温・マスク着用（大人のみ）にご協力をお願いします。
・園庭開放は従来、毎週水曜日に行っております。新型コロナウイルス感染予防のため時間を短縮していま
す。今後、場合によっては中止又は変更が生じる場合がございますのでご了承ください。（８月は中止）



阿倍野区内の保育所（園）・認定こども園　見学説明会等実施日程（令和3年8月10日現在）

２　認定こども園

※保育施設により保育方針や取組みはさまざまですので、申込みの際には必ず希望する施設を見学しておいてください。

施設名 対象年齢 所　在　地 電話番号 保育所見学説明会、園庭開放日等

ながいけ認定こども園 0歳～5歳 阪南町5-2-26 6622-3444

○見学説明会（場所：ながいけ認定こども園西園舎２階ホール）
日時：9月11日（土） ①10時～11時、②13時～14時
日時：9月13日（月）18時～19時
定員：各回とも60名程度
 ・開催日時に直接参加してください。
○施設見学…随時受け入れ（事前予約不要）
○園庭開放日
日時：8月21日（土）、9月11日（土）
時間：いずれの日も10時～13時
※当園の利用申し込みを希望される方は、必ず、上記の見学説明会及び施設見学にご参加ください。
※園内に入る際は手指の消毒と検温にご協力をお願いします。

金塚幼稚園 0歳～5歳 旭町1-4-46 6641-0598

〇見学説明会（場所：金塚幼稚園）
日時：9月7日（火）16時30分～17時30分（0・1歳児クラス対象）
日時：9月8日（水）10時40分～11時40分（0・1歳児クラス対象）
日時：9月14日（火）16時30分～17時30分（3歳児クラス対象）
日時：9月15日（水）10時40分～11時40分（3歳児クラス対象）
・各説明会とも定員30人　参加を希望される方は、8月25日（水）以降、電話で予約をお願いします。
〇施設見学
・施設に電話での予約をお願いします。

グレース幼稚園 0歳～5歳 昭和町4-3-19 6622-1008

○見学説明会（場所：グレース幼稚園）
月日：9月11日（土）、9月25日（土）
時間：いずれの日も10時～11時
定員：各回とも30名
・参加を希望される方は事前に電話連絡をお願いします。
○施設見学…施設に電話のうえ、随時受け入れ
○園庭開放日
月日：8月11日（水）、８月18日（水）、８月25日（水）、９月１日（水）
時間：いずれの日も9時30分～11時30分
・開催日時に直接参加してください。

阿倍野保育園 0歳～5歳 文の里3-6-10 6621-2903

○見学説明会（場所：阿倍野保育園）
日時：8月28日（土）①10時～11時、②11時～12時
日時：9月11日（土）①14時～15時
・参加を希望される方は事前に電話連絡をお願いします。
○施設見学…施設に電話のうえ、随時受け入れ
○園庭開放日
月日：9月１日（水）、9月8日（水）、9月22日（水）、9月29日（水）
時間：いずれの日も10時～１１時
※園庭開放申込期間
9月1日の場合：8月30日（月）、9月8日の場合：9月6日（月）
9月22日の場合：９月21日（火）、9月29日の場合：9月27日（月）
時間：いずれの日も13時～14時に電話で申込みが必要です。

あべのげんき学園 0歳～5歳 阪南町1-34-4 6627-1118

〇見学説明会（場所：あべのげんき学園）
月日：9月28日（火）①10時～10時45分、②11時～11時45分
定員：各回とも10名
・参加を希望される方は事前に電話連絡をお願いします。1号及び2・3号認定の方、全て同じ日程で説明会
を行います。入園希望で説明会に参加できない場合は個別で説明を行いますので、園までご相談ください。
○施設見学…施設に電話のうえ、随時見学受け入れ
※１号認定の方の願書受付は9月28日（火）～10月8日（金）までです。

文の里幼稚園 2歳～5歳 文の里3-15-28 6629-2323

○見学説明会（場所：文の里幼稚園）
日時：9月8日（水）、9月15日（水）　いずれの日も15時30分～16時30分
日時：9月25日（土）10時～11時　　　定員：各回とも30名
・参加を希望される方は事前に電話連絡をお願いします。
○施設見学…施設に電話のうえ、随時受け入れ
○園庭開放日…9月4日（土）10時～11時（参加を希望される方は事前に電話予約が必要です）
○移動動物園…9月7日（火）12時～13時30分　　　定員：50名
・参加を希望される方は事前に電話予約が必要です

むつみこども園 2歳～5歳 阪南町3-22-8 6624-0557

○見学説明会
・予約サイト（https://reserva.be/mutsumikindergarten/）にて、事前に予約をお願いします。
○施設見学
・予約サイト（https://reserva.be/mutsumikindergarten/）にて、事前に予約をお願いします。
※入園説明はオンライン配信で行います。見学時に簡単な説明と質問を受付けます。
〇園庭開放日
月日：9月7日（火）、9月14日（火）、9月21日（火）、9月28日（火）
時間：いずれの日も10時30分～11時30分
・予約サイト（https://reserva.be/mutsumikindergarten/）にて、事前に予約をお願いします。
〇その他　2歳児親子クラスどろんこを実施しています。詳しくは、むつみこども園HP（http://mutsumi.ed.jp/）
をご覧ください。

聖愛幼稚園 3歳～5歳 丸山通1-3-61 6651-8039

〇見学説明会
日時：9月11日（土）10時～11時30分　　場所：大阪キリスト教短期大学講堂
日時：9月22日（水）9時～10時30分　　場所：聖愛幼稚園ホール
・参加を希望される方は事前に電話連絡をお願いします。
・9月22日（水）は、子育てサークル「お祭りごっこ」（予定）も実施されますので説明会後、ご参加いただけま
す。
〇施設見学…施設に電話のうえ、随時受け入れ
○園庭開放日
月日：9月1日（水）、9月8日（水）、9月15日（水）、9月22日（水）、9月29日（水）
時間：いずれの日も9時30分～11時30分
・検温・マスク着用（大人のみ）にご協力をお願いします。
・園庭開放は従来、毎週水曜日に行っております。新型コロナウイルス感染予防のため時間を短縮しており
ます。今後、場合によっては中止又は変更が生じる場合もあります。ご了承ください。（８月は中止）

あべの幼稚園 3歳～5歳 北畠3-7-5 6651-8649

○見学説明会（場所：あべの幼稚園遊戯室）
日時：9月8日（水）午前10時～11時
・参加を希望される方は、開催日時に直接参加してください。
○施設見学…9月1日（水）9時30分～11時に保育参観を行ないます（事前予約不要)。各保育室を見学でき
ます。
9月1日（水）以外の施設見学を希望の方は、事前予約が必要です。

【ご注意】新型コロナウィルス感染状況等に伴い、説明会や見学会・園庭開放を変更、延期、中止等を行う場合がありますのでご了承
ください。
見学説明会等に参加される場合は、マスク等の感染予防の対策を行い、発熱等の症状がある方は参加を控えていただきますようお願
いします。



１　小規模保育

※保育施設により保育方針や取組みはさまざまですので、申込みの際には必ず希望する施設を見学しておいてください。

施設名 対象年齢 所　在　地 電話番号 保育所見学説明会、園庭開放日等

Ｆｏｕｒ　Ｌｅａｆ 0歳～2歳 北畠1-12-12 7505-8615
○施設見学…施設に電話のうえ、随時受け入れ
・見学時間は月～金　9時30分～、16時30分～
・保育室内は在園の子どもの安全を考え入室していただけません。

あおぞら保育園　阿倍野 0歳～2歳 美章園2-21-4 4301-0123 ○施設見学…施設に電話のうえ、随時受け入れ

エンジェルキッズ阿倍野園 0歳～2歳 天王寺町北2-1-9 6719-6666 ○施設見学…施設に電話のうえ、随時受け入れ

キッズパレス 0歳～2歳 旭町1-6-3 6636-8151
○施設見学…施設に電話のうえ、随時受け入れ
・ホームページで保育内容などを掲載していますのでご覧ください。

キッズパレス美章園 0歳～2歳 美章園1-9-18 6629-1101
○施設見学…施設に電話のうえ、随時受け入れ
・ホームページで保育内容などを掲載していますのでご覧ください。

ひつじのおうち保育園 0歳～2歳 旭町3-2-5 6648-0839 ○施設見学…施設に電話のうえ、随時受け入れ

キッズベアー文の里 0歳～2歳 文の里4-21-30 7507-1316

○施設見学…施設に電話のうえ、随時受け入れ
・見学時間は、なるべく午前中でお願いいたします。土曜日の見学（要相談）。ホームページで施設の概要や
活動の様子を掲載していますのでご覧ください。
・新型コロナウイルス感染症の状況により施設見学を受け入れできない場合は玄関での説明となりますので
ご了承ください。

れもんのこ昭和町保育園 0歳～2歳 昭和町4-9-26 6655-0898 ○施設見学…施設に電話のうえ、随時受け入れ

キッズベアー阿倍野 0歳～2歳
文の里1-1-40
（阿倍野区役所内）

7506-9470
○施設見学…施設に電話のうえ、随時受け入れ
・ホームページで施設の概要や活動の様子を掲載していますのでご覧ください。

キッズハーモニー・あべの 0歳～2歳
播磨町1-5-25
（阿倍野合同宿舎内）

7176-2962 ○施設見学…施設に電話のうえ、随時受け入れ

あろは保育園阿倍野園 0歳～2歳 播磨町1-24-24 6115-7612 ○施設見学…施設に電話のうえ、随時受け入れ

すまいる保育園
すこやか

0歳～2歳
松崎町3-4
松崎第2住宅1号棟
102号

6654-7751 ○施設見学…施設に電話のうえ、随時受け入れ

すまいる保育園
ほほえみ

0歳～2歳
松崎町3-4
松崎第2住宅1号棟
103号

6654-8667 ○施設見学…施設に電話のうえ、随時受け入れ

ロクマキッズ阿倍野園 0歳～2歳
天王寺町北2-13-
19

4305-7450 ○施設見学…施設に電話のうえ、随時受け入れ

アメリカンアカデミー
あべの保育園

0歳～2歳
旭町3-1-2
阿倍野第4住宅1号
棟203号室

6556-7587
○施設見学…施設に電話のうえ、随時受け入れ
※子どもたちの活動している様子をご覧いただきたいので、見学は午前中に実施しております。お仕事など
で午前中の来園が厳しいときは、相談してください。

２　家庭的保育

※保育施設により保育方針や取組みはさまざまですので、申込みの際には必ず希望する施設を見学しておいてください。

施設名 対象年齢 所　在　地 電話番号 保育所見学説明会、園庭開放日等

なかよしルーム阿倍野 0歳～2歳 共立通1-1-9 6651-8600 ○施設見学…施設に電話のうえ、随時受け入れ

３　事業所内保育

※保育施設により保育方針や取組みはさまざまですので、申込みの際には必ず希望する施設を見学しておいてください。

施設名 対象年齢 所　在　地 電話番号 保育所見学説明会、園庭開放日等

あゆむ保育園 0歳～2歳 西田辺町2-10-8 6691-2800 ○施設見学…施設に電話のうえ、随時受け入れ

【ご注意】新型コロナウィルス感染状況等に伴い、説明会や見学会・園庭開放を変更、延期、中止等を行う場合がありますのでご了承
ください。
見学説明会等には、マスク等の感染予防の対策を行い参加してください。なお、発熱等の症状がある方は参加を控えていただきます
ようお願いします。

阿倍野区内の地域型保育事業　見学説明会等実施日程（令和3年8月10日現在）


