
住 　 　所

電話番号

最寄り駅

上之宮町４－４ 月・火・木・金曜日 ・小学生との交流 ・くまちゃんひろば(２歳から)  月３回

Tel　６７７１－１８２０ 　降園時～１５：００ ・中学生の職場体験 ・うさぎちゃん(３歳児)　週４回

水曜日降園時～１２：００ ・高校生の吹奏楽鑑賞

・地域の高齢者との交流

餌差町６－１３ 月・火・木・金曜日 ・小学校授業等の参加交流 ・ふれあいデー　月１～２回

Tel　６７６１－３００４ 　降園時～１５：００ ・保育所・中学生・高校生との交流 ・子育てサークル「バンビ」　月１回

Osaka Metro（千日前線）・ＪＲ（環状線） 長期休業中実施 ・老人会・子育てサークルとの交流

鶴橋駅下車　北西へ５００ｍ ・老人福祉施設訪問

味原町５－１８ 月・火・木・金曜日 ・小学校運動会・授業等の参加交流 ・ももちゃんらんど　 月２～３回

Tel　６７６２－０５０３ 　降園時～１５：００ ・保育所、中学生、高校生との交流 ・子育てサークル「さくらんぼ」

Osaka Metro（千日前線）・ＪＲ（環状線） 水曜日降園時～１２：００ ・地域の子育てサークルとの交流 　　　　　　　　　　　    　 月１回

鶴橋駅下車　北西へ５００ｍ 長期休業中実施 ・地域の食事会訪問

四天王寺１－１１－１０８ 月・火・木・金曜日 ・小学生との交流　（プール遊び ・ぴよぴよクラブ　月４回程度

Tel　６７７１－４９８８ 　降園時～１５：００ 　ゲーム遊び、授業参観　など） ・園庭開放　月４回程度

水曜日降園時～１２：００ ・高齢者との交流

長期休業中実施 ・中学生の保育実習

生玉町７－４ 月・火・木・金曜日 ・小学生との交流 ・ふうちゃんらんど　月２～３回

Tel　６７７１－９９８８ 　降園時～１５：００ ・中学生の職場体験・保育実習 ・夏季開放 （プール遊び）

水曜日降園時～１２：００ ・地域の高齢者との交流 ・子育てサークル「赤とんぼ」　年９回

長期休業中実施

日本橋東３－２－９ 月・火・木・金曜日 ・小学校、中学校との交流 ・こぐまクラブ　 毎週月曜日

Tel　６６４１－０２１４ 　降園時～１５：００ ・保育所との交流 ・夏季開放 （プール遊び）

Osaka Metro（堺筋線）恵美須町駅　 水曜日降園時～１２：００ ・地域の高齢者との交流

下車　北東へ１００ｍ 長期休業中実施 ・地域との交流

桜川４－８－２１ 月・火・木・金曜日 ・小学生との交流 ・なかよしデー　毎週水曜日

Tel　６５６１－７３９７ 　降園時～１５：００ ・地域の高齢者との交流 ・夏季開放（プール遊び）

長期休業中実施 ・中学生の職場体験 ・長期休業中 園庭開放

・保育所との交流

姫島１-１３-７ 月・火・木・金曜日 ・地域の高齢者との交流 ・ハッピーランド　月１～２回

Tel　６４７１－１０１０ 　降園時～１５：００ ・保育園所・小学生との交流 ・園庭開放  毎週月曜日

阪神(本線)　姫島駅下車 長期休業中実施 ・中学生の職場体験・保育実習 ・うさぎランド（３歳児）　週２回程度

西へ４００ｍ ・納涼大会への参加（盆踊り）

歌島２－５－２５ 月・火・木・金曜日 ・小学生、中学生と津波 ・ふれあいひよこランド （３歳児）

Tel　６４７１－１３６０ 　降園時～１５：００ 　時の合同避難訓練、 週３回程度　

ＪＲ（神戸線）塚本駅下車　北西へ１０００ｍ 水曜日降園時～１２：００ 　年間を通した交流 ・園庭開放　　　　  　毎週木曜日

ＪＲ（東西線）御幣島駅下車　北へ８００ｍ 長期休業中実施 ・地域の高齢者との交流 　　　　　　　　　　　　

大和田４－３－３５ 月・火・木・金曜日 ・小学生との交流 ・あそびにおいデー（園庭開放）水曜日９～１１時

Tel　６４７１－４２０３ 　降園時～１５：００ ・中学生の職場体験・音楽交流  ・チャイルドデー　年６回程度

水曜日降園時～１２：００ ・地域の高齢者との交流　 ・こぐまクラブ(３歳児） 月８回程度

長期休業中実施

西中島７－１４－４１ 月・火・木・金曜日 ・小学生と交流、参観　・中学生の　　 ・ふれあいデー　月１回

Tel　６３０１－４７７２ 　降園時～１５：００ 　職場体験　・保育所との交流 ・夏季開放 （プール遊び、園庭開放）

Osaka Metro（御堂筋線）新大阪駅下車　 水曜日降園時～１２：００ ・地域の高齢者との交流活動 ・ひよこクラブ（３歳児）

７番出口南西へ４００ｍ 長期休業中実施 ・公園清掃活動　など 　　　　　　　　　　     週２回程度

田川２－２－２６ 月・火・木・金曜日 ・小学生との交流・連携 ・ふれあい遊びデー　月２回

Tel　６３０１－１８０９ 　降園時～１５：００ ・中学生の職場体験 ・うさぎ(３歳児）　 月１０回程度

水曜日降園時～１２：００ ・地域の高齢者との交流

長期休業中実施

新高１ー１５ー６７ 月・火・木・金曜日 ・小学校との交流、連携　　 ・にいたかランド　月１回

Tel　６３９１－０４０４ 　降園時～１５：００ ・中学生の職場体験、吹奏楽演奏会 ・ももキッズ(３歳児)　週３回程度

阪急（宝塚線）三国駅下車 長期休業中実施 ・老人会との交流と会館清掃 ・夏季開放 （プール遊び）

西へ７００ｍ ・福祉施設訪問

*令和3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4年度も状況によっては実施できないことも

　あります。詳細は各園にお尋ねください。

淀
川

西中島

広い園庭に大きな桜の木、季節の
草花など、豊かな自然に恵まれ伸
び伸び活動できます。淀川子育て
支援センターを併設しています。
小学校や保育所、地域の方との交
流も、年間を通して行っています。

田川

園内の異年齢交流のみならず、地
域の小・中学校との交流を積極的
に行い思いやりのある、人と関わる
ことが大好きな子どもを育てます。
保護者とのサッカー遊びやコーラス
を実施しています。

阪急（京都線・宝塚線・神戸線）十三駅下
車  西北西へ９００ｍ
ＪＲ（宝塚線・神戸線）塚本駅下車
北東へ１２００ｍ

新高

年間を通した幼小連携や中学校交
流、地域の老人会・女性会との交流
が豊富。花や野菜の親子栽培など
の自然環境、体を動かす遊び(校庭
利用など）にも力を入れ、豊かな心
とたくましい体を育てます。

西
淀
川

姫島

地域の方や身近な人との温かい関
わりを大切にし、多様な体験を通し
て、よく考え、心身ともにたくましい
子どもを育てています。

野里

明るい園舎、広い園庭、豊かな自
然環境の中で、伸び伸びと幼稚園
生活を楽しんでいます。いろいろな
感動体験を通して、意欲的に遊ぶ
子どもを育んでいます。

大和田

広い園庭で伸び伸び遊べます。サ
クラの木、イチョウの木、ブドウの
木、四季折々の自然を感じ、人との
ふれあいを通して、思いやりのある
元気な子どもを育てています。

阪神(本線)　千船駅下車　南へ５００ｍ
阪神(なんば線)　福駅下車　北東へ８００ｍ

出来島駅下車　東へ９００ｍ

浪
速

日東

園内の異年齢交流、小・中学校、保
育所や地域の人との温かい交流の
中で、豊かな心を育みます。また、
園庭や隣接する公園で自然にふ
れ、体を動かして遊び、たくましく生
きる力を育てます。

立葉

異年齢の友達や地域の方々とふれ
あう機会を大切にしています。地域
の畑では、園児がジャガイモ、タマ
ネギ、サツマイモなどの栽培を楽し
んでいます。自然とのふれあいを通
して、豊かな心を育んでいます。

Osaka Metro（千日前線）・阪神（なんば
線）  桜川駅下車　西南へ５００ｍ
ＪＲ（環状線）・Osaka Metro（長堀鶴見緑地

線)大正駅下車　北東へ６00m

味原

小規模園の特色を生かし、「明日も
行きたいアットホームな味原幼稚
園」をキャッチフレーズに家庭的な
雰囲気の中で「感性豊かな子ども」
「自ら考えようとする子ども」を育て
ています。

大江

天王寺区の都市景観資源に登録さ
れているぬくもりのある木造園舎や
日ざしあふれる園庭で、季節を感
じ、伸び伸びと遊びながら、健康で
心豊かな子どもを育てます。

Osaka Metro（谷町線）四天王寺
前夕陽ヶ丘駅下車　南へ１００ｍ

生魂

樹齢１００年のクスノキ・色とりどり
の花々・緑豊かな園庭で、伸び伸び
と遊んでいます。様々な体験、身近
な人との関わりなどを通して、「豊か
な心」「生きる力の基礎」を育んでい
ます。

Osaka Metro（谷町線・千日前線）
谷町九丁目駅下車　南西へ２００ｍ

天
王
寺

五条

400坪の広い園庭で、四季折々の
自然に親しんだり、体を動かす心地
よさを存分に味わいながら、心身と
もにしなやかで感性豊かな子どもを
育てています。

ＪＲ（環状線）桃谷駅下車　西へ
近鉄上本町駅下車　南へ
共に８００m

真田山

真田山公園に隣接した緑豊かな環
境の中で、伸び伸びと活動していま
す。地域との交流も多く、いろいろ
な人とのふれあい体験を通し、心豊
かな子どもを育てます。

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


