
住 　 　所

電話番号

最寄り駅

今橋３－１－１１　　　　　　　　　　　　　　　　　月・火・木・金曜日 ・小学校との交流・連携 ・未就園児ふれあい　 年１０回程度

Tel　６２３１－０４８１ 　降園時～１５：３０ ・稲づくり体験

・中学生の職場体験

内久宝寺町１－１－４ 月・火・木・金曜日 ・保育所、支援学校との交流 ・ふれあいデ-               月３回

Tel　６７６２－１１７２ 　降園時～１５：３０ ・小学生との交流 ・ひよこクラブ(３歳児）　　月８回

Osaka Metro（谷町線・長堀鶴見緑地線） 水曜日降園時～１２：３０ ・中学生の職場体験、吹奏楽部演奏会 ・夏季開放（プール遊び）

谷町六丁目駅下車　北東へ３００ｍ 長期休業中実施 ・地域文化祭への参加 ・南大江地域子育て応援団 月１回

玉造１－９－１０ 月・火・木・金曜日 ・小学校訪問 ・園庭開放　        　 　   月２回

Tel　６７６１－６１２０ 　降園時～１５：００ ・中学生の職場体験 ・つつじクラブ(３歳児)　  　週２回　　　　　

水曜日降園時～１２：００ ・女性会との盆踊り ・夏季開放（プール遊び）

長期休業中実施 ・地域小学生とコンサート

南新町２－４－８ 月・火・木・金曜日 ・年間を通して小学生との交流 ・なかよしデー　　 　　　  月２回　

Tel　６９４１－５９０３ 　降園時～１５：００ ・地域の方との交流(一緒に鯉のぼ 　　（園庭開放と園児との遊び）

　りをあげる、時の記念日行事、公園

　清掃他年間多数の地域行事に参加）

谷町６－５－３４ 月・火・木・金曜日 ・小学校との交流 ・すくすく くらぶ（園庭開放） 月２回程度

Tel　６７６１－４９０８ 　降園時～１５：００ ・中学生の職場体験 ・めばえくらぶ（３歳児）      月7～８回

Osaka Metro（谷町線・長堀鶴見緑地線） ・地域との交流（盆踊り、 ・夏季開放 （プール遊び）

　谷町六丁目駅下車　西へ2００ｍ
　茶道、園児の歌の披露）

南船場３－２－１９ 月～金曜日 ・小学校との交流 ・ひよこランド 　年１０回程度

Tel　６２５１－２９０７ 　降園時～１６：００ ・中学生の職場体験 （園庭開放、園児とのふれあい）

Osaka Metro（御堂筋線・長堀鶴見緑地線） 長期休業中実施 ・高校生の授業実習

　心斎橋駅下車　北東へ２００ｍ ・地域の老人会・子育てサークルとの交流

九条２－１９－１８ 月・火・木・金曜日 ・保育所児、小、中学生との交流 ・園庭開放ひよこ　　　月３回程度

Tel　６５８１－６１８５ 　降園時～１５：００ ・中学生の職場体験 ・わくわくランド(３歳児）月８～10回程度

Osaka Metro（中央線）・阪神（なんば線） 長期休業中実施 ・地域行事への参加

　九条駅下車　西へ３００ｍ ・地域自然体験

靱本町１－１９－１３ 月・火・木・金曜日 ・小学校との連携・交流 ・園庭開放　在園児と同じ

Tel　６４４１－０６４４ 　降園時～１５：００ ・中学生の職場体験 ・夏季開放 （プール遊びなど）

Osaka Metro（四つ橋線・御堂筋線・中央線） 水曜日降園時～１２：００ ・地域行事への参加 ・ひよこクラブ（３歳児）週２回程度

　本町駅下車　西へ２００ｍ 長期休業中実施 ・靱公園の自然探検や花植え ・ふれあいランド　　　　　月２回

南堀江４－８－２４  
 月・火・木・金曜日 ・小学校との交流（行事や参観） ・くまクラブ(２歳児～未就園児) 月１～２回　　

Tel　６５３１－１４０９ 　降園時～１５：００ ・中学生の職場体験 ・うさぎクラブ （３歳児）  週２～３回

長期休業中実施 ・地域散歩（自然体験） ・サマーフェスティバル

・子育てサークルとの交流 ・プール遊び　など

三先１－６－３７ 月・火・木・金曜日 ・小学生との交流（一緒に遊ぼう、プール遊び） ・ふれあいランド （０～５歳児の

Tel　６５７２－７０８９ 　降園時～１５：００ ・中学生の職場体験、吹奏楽部演奏会 　未就園児） 　　　　  　 月２回

Osaka Metro（中央線）朝潮橋駅下車 水曜日降園時～１２：００ ・地域の食事会訪問 ・夏季開放 （プール遊び）

  東へ９００ｍ ・地域の子育てサークル訪問 ・うさぎくらぶ（３歳児）　週１～２回

三軒家西１－２３－２３ 月・火・木・金曜日 ・地域の祭りに出演 ・なかよしランド　　  　  月１～２回

Tel　６５５１－１７４９ 　降園時～１５：００ ・小学生との交流

長期休業中実施 　（プール遊び・行事・参観　など）

・中学生の職場体験

区 園名 在園児園庭開放 地域との交流 未就園児の遊び 園の特色

南

グラウンドで季節の野菜を栽培・収
穫したり、体を動かしたりして遊び、
心身ともにたくましい子どもを育て
ています。

創立１4１周年の伝統と重要文化財
である木造園舎の中で、子どもたち
は木のぬくもりを感じながら生活し
ています。お茶遊び等の伝統文化
にもふれ、思いやりの心と感謝の気
持ちを育んでいます。

Osaka Metro（御堂筋線）・京阪本
線　　淀屋橋駅下車　東へ１００ｍ

銅座

恵まれた自然環境の中で、異年齢
の友達や地域の人々との交流を深
めています。米や野菜作り、お茶遊
び等の体験を通して豊かな心を育
んでいます。

玉造

芝生、池、築山のある自然豊かな
広い園庭で、心を開放し実体験を
大切にしながら遊びこめる子どもの
育成をめざしています。地域の方々
との温かいふれあいを通して、豊か
な心を育んでいます。

ＪＲ（環状線）玉造駅下車　北西へ
300m　Osaka Metro（長堀鶴見緑地
線）玉造駅下車　北西へ150m

中大江小学校との併設。園内の友
達・小学校の児童・未就園児や地
域の方々など、身近な人との関わり
の中で「愛情をもった子ども」「遊び
への意欲をもった子ども」を育てて
います。

Osaka Metro（堺筋線）堺筋本町駅下
車　北東ﾍ600m
（谷町線・中央線）谷町四丁目駅下車
　北西へ　共に７００ｍ

中大江

愛珠

桃園

広い園庭では、自転車に乗ったり
ボール遊びをしたり存分に戸外遊
びができます。舞台で楽器遊びをし
たり広いテラスで縄遊びをしたりもし
ます。小規模園の良さを生かし、温
かい雰囲気の中で、自主的で感性
豊かな子どもを育んでいます。

ＪＲ（環状線）・Osaka Metro（長堀
鶴見緑地線）大正駅下車
南西へ２００ｍ

西

九条

直接体験を大切に心身ともに豊か
な子どもを育てています。園庭の大
イチョウは毎年銀杏をどっさりつけ
ます。四季の変化を感じながら、豊
かな自然の中で、身近な人と関
わって伸び伸びと活動しています。

靱

夢中になって取り組む遊び、四季の
変化を身近に感じられる園庭や靱
公園、地域の様々な人とのふれあ
いなど、多様な直接体験を通して、
豊かな心、学びに向かう力の土台
を育みます。

日吉

四季の変化を身近に感じながら、体
を動かす遊び、人と関われる環境、
様々な表現体験を通して、知・徳・
体をバランスよく育み、「明るく　たく
ましい　子ども」を育てています。

　あります。詳細は各園にお尋ねください。

*令和2年度は、新型コロナウィルス感染症の感染予防のため実施できなかった活動があり、令和3年度も状況によっては実施できないことも

中
央

港 三先

保護者や地域の方々との温かいふ
れあいを通して、心豊かで主体的に
活動する子どもを育てています。広
い園舎や実のなる木がたくさんある
園庭で、季節に合った遊びを存分
に楽しめる幼稚園です。

大
正

三軒家西

小規模園ならではの異年齢での関
わりを大切にしています。小学校、
地域など様々な人とふれあいなが
ら、「心豊かな元気な子ども」を育て
ています。

東へ
300m

・Osaka Metro（長堀鶴見緑地線）

ドーム前千代崎駅下車

・阪神（なんば線）ドーム前駅下車

・Osaka Metro（長堀鶴見緑地線・千日前線）西長堀駅

下車 西へ500ｍ

東へ
300m

・Osaka Metro（長堀鶴見緑地線）

ドーム前千代崎駅下車

・阪神（なんば線）ドーム前駅下車

・Osaka Metro（長堀鶴見緑地線・千日前線）西長堀駅

下車 西へ500ｍ

東へ
300m

・Osaka Metro（長堀鶴見緑地線）

ドーム前千代崎駅下車

・阪神（なんば線）ドーム前駅下車

・Osaka Metro（長堀鶴見緑地線・千日前線）西長堀駅

下車 西へ500ｍ

東へ
300m

・Osaka Metro（長堀鶴見緑地線）

ドーム前千代崎駅下車

・阪神（なんば線）ドーム前駅下車

・Osaka Metro（長堀鶴見緑地線・千日前線）西長堀駅

下車 西へ500ｍ


