
住之江区 お子さんと一緒におでかけできるところ 子育て支援施設一覧 

子育て中の保護者や乳幼児を中心に育児相談や園庭開放・入所児童との交流など、実施しています。 

開催施設の行事等で変更される場合があります。詳細はお問合せください。 

【保育所（園）】園庭開放・交流など・・・行事等で変更されることがあります。参加される前にお問合せください。 R４/4/1 現在の情報です 

施設名 住所 電話番号 開設日など 開設時間 対象年齢 

（公）北加賀屋保育所 中加賀屋 2-17-1 6681-2673 
当面所庭開放は中止しています。 

電話でのお問い合わせは受け付けています。 
  

（公）御崎保育所 御崎７-2-4 6685-6693 
当面所庭開放は中止しています。 

電話でのお問い合わせは受け付けています。 
  

（公設置民営）浜口保育所 浜口西 3-4-6 6674-3835 
所庭開放・年７回・原則第 2 水曜日/2・3・4・8・12 月除く 

※ご利用の際は、お問合せください。 
10:00～11:00 未就園児とその保護者 

（公設置民営）新北島保育所 新北島 4-1-1-101 6683-1251 
所庭開放「わくわく広場」年 12 回 

保育所体験        ※当面は中止しています。 
10:00～11:00 未就園児とその保護者 

どろんこ保育園 北加賀屋 1-11-13 
6683-3623 

メールでの子育て相談事業 doronkohoikuen@cotton.ocn.ne.jp 
※今年度 6 月より園庭開放を月一回再開する予定です 

（ホームページにてお知らせします） 

 未就園児とその保護者 

安立保育園 安立 4-6-17 6671-8846 園庭開放「わくわく広場」（月一回土曜日） 未就園児とその保護者 

えびす保育園 東加賀屋 4-3-15 6686-0081 <園ホームページ> http://ebisuhoikuen.com 10:00～11:00 未就園児とその保護者 

きのみむすび保育園 西加賀屋 4-4-10 6682-3001 園庭開放（月～金）（要予約）  未就園児とその保護者 

住之江保育園 御崎 5-9-16 6685-5609 <園ホームページ> http://suminoe.ed.jp/ 9:00～15:00 未就園児とその保護者 

第２住之江保育園 御崎 8-8-1 6685-5681 <園ホームページ>http://dai2suminoe.jp/  未就園児とその保護者 

グローバルキッズ住之江園 御崎 8-1-6 6606-8968 http://www.gkids.co.jp/ 未就園児とその保護者 

 

やまと保育園 

 

北島 3-17-1 6682-1741 

園庭開放（第 1・2・3 木曜日）体験保育（第 4 木曜日） 
※行事によっては変更あり 

<園ホームページ> http://www.yamatofukusi.jp  

 

未就園児とその保護者 

きのみ保育園 南港中 4-2-30 6612-2800 親子サロン（随時）https://kinomi-kids.limdo.com/ 10:00～11:00 未就園児とその保護者 

こすも保育園 南港北 1-31-17-103 6613-0901 
園庭開放・年 4 回/6・７・９・１２月予定  

※ご利用の際はお問合せください。 

 
未就園児とその保護者 

すみのえひよこ保育園 南港中 4-4-32 6613-0820 <園ホームページ> http://www.suminoe-k.ed.jp  ホームページ参照 

 

 

mailto:doronkohoikuen@cotton.ocn.ne.jp
http://www.yamatofukusi.jp/


【幼稚園】園庭開放・交流など・・・行事等で変更されることがあります。参加される前にお問合せください。 

施設名 住所 電話番号 開設日など 開設時間 対象年齢 

（公）粉浜幼稚園 粉浜 1-21-11 6671-4414 子育て相談、見学（随時） 園庭開放・在園児との交流（月２～３） 10:00～11:30 未就園児とその保護者 

中かがや幼稚園 中加賀屋 2-18-5 6685-5525 
親子教室「ハグミー」生後６か月～２歳の誕生日「かがや きっず」2～3 歳 

※開催日はお問合せください。http://www.nakakagaya.ed.jp/ 
10:00～11:00 未就園児とその保護者 

英明幼稚園 住之江 中加賀屋 4-4-81 6681-2169 「ぴよちゃん教室」 ４月頃より 月２回 10:30～11:30 満２歳以上の未就園児 

大和幼稚園 北島 3-3-11 6681-1717 
「親子であそぼう」４月頃より 月２回 

※チラシ配布あります。 9:30～10:30 
満 2 歳以上の未就園児

とその保護者 

アスール幼稚園 南港中 3-7-1 6614-0700 
未就園児親子教室「ぽこらんど」月に 1 回/曜日は変則・教育相談 

<園ホームページ> http://academic2.plala.or.jp/azul/ 

11:15～12:00 
未就園児とその保護者 

南港幼稚園 南港中 2-5-55 6613-0900 

月１回所庭開放・子育て教育相談 http://www.nanko.ed.jp/ 

会員制親子教室「With（ウィズ）」2～3 歳（月 2 回）「COCOcafe」0～２歳 

※開催日はお問い合わせください。 

10:00～11:30 未就園児とその保護者 

 

 

  

【認定こども園】園庭開放・交流など・・・行事等で変更されることがあります。参加される前にお問合せください。 

施設名 住所 電話番号 開設日など 開設時間 対象年齢 

愛和学園 西加賀屋 1-1-47 6681-2026 親子のつどい事業 週１回（毎月曜日） 10:00～11:30 未就園児とその保護者 

みさきようちえん 御崎 3-3-17 6681-4756 園庭開放 毎月 1 回程度 ホームページにて www.misaki.ed.jp 10:00～11:00 未就園児とその保護者 

※みさきピッコロ保育園 

(企業主導型) 
御崎 3-3-22 6654-6141 

子育てサロン 毎月 1 回程度 ホームページにて www.misaki.ed.jp 

子育て相談や、子育てに関する情報を発信 
10:00～11:00 未就園児とその保護者 

たかさきこども園 平林南 2-6-54 6685-5858 
親子のつどい事業 週１回（毎月曜日） 

<園ホームページ>http://www.ashikabi.ed.jp/  
10:00～11:00 未就園児とその保護者 

愛染園南港東保育園 南港東 1-6-3-101 6612-1800 ちびっこクラブ 週１回（毎水曜日） 14:00～16:00 未就園児とその保護者 

住の江幼稚園 南港中 4-4-32 6613-0800 教育相談・親子教室 http://www.suminoe-k.ed.jp 10:00～11:30 未就園児とその保護者 

認定こども園ポートタウンこども園 南港中 5-3-37 6613-2045 
「陽だまり」（地域子育て支援拠点事業） 

＜インスタグラムをしています＞ 
９:00～15:00 未就園児とその保護者 

グレースこども園 南港中 2-3-51 6614-1680 
親子のつどい事業（毎水曜日）園庭開放・あそび教室 

＜園ホームページ＞http://www.osaka-grace.com/ 
10:00～11:00 未就園児とその保護者 

 

http://www.nanko.ed.jp/
http://www.misaki.ed.jp/
http://www.ashikabi.ed.jp/


【住之江区子育て支援施設】 

施設名 住所 電話番号 開設日など 対象年齢 

住之江区子ども・子育てプラザ 浜口西 3-4-22 6674-5405 

・つどいの広場⇒火曜日～土曜日 9:30～11:30 15 組 

                12:00～14:00 15 組 

前の週の火曜日から土曜日で予約を受け付けます。 

予約受付時間⇒9:30～17:00（土曜日は 15::00 まで）１週間に 3 回まで 

予約できます。定員に達していない場合は当日受付も実施します。 

 

未就園児とその保護者 

 

きのみむすび保育園  

子育て支援センター 
西加賀屋 4-4-10 6682-3001 

月曜日～金曜日／（随時）9:00～15:00（要予約） 

予約受付時間 月～金の 9:00～17:00 

 

未就園児とその保護者 

認定こども園ポートタウンこども園  

陽だまり 
南港中 5-3-37 6613－3055 

月曜日～金曜日／９：00～15:00 

インスタグラムをしています。フォローしてね！ 

 

未就園児とその保護者 

住の江幼稚園 よちよちらんど 南港中 4-4-32 6613-0800 
月曜日～木曜日・土曜日/9:00～14:00 

http://www.suminoe-k.ed.jp 

 

未就園児とその保護者 

つどいの広場 北加賀屋 中加賀屋 2-17-1 6683-3761 

・子育て相談⇒月曜日～金曜日／10:00～15:00 

・あそびのひろば⇒月曜日～金曜日／9:00～12:00・13:00～15:00 

・子育て講座⇒不定期 

 

未就園児とその保護者 

つどいの広場 みさき 御崎 7-2-4 6685-5180 

・子育て相談⇒月曜日～金曜日／10:00～15:00 

・あそびのひろば⇒月曜日～金曜日／9:00～12:00・13:15～15:15 

・子育て講座⇒不定期 

 

未就園児とその保護者 

 

 


