
○園庭開放（園庭開放等の対象／未就園児とその保護者）

カレンダー内表示 園庭開放等の名称 電話 所在地 基本日程(変更あり） 利用時間 予約について

味原保 一緒にあそぼう (06)6762-0150 味原町9-6 第２木曜日 １０：００～１１：００ 必要

天王寺保 園庭開放 (06)6771-0260 堂ヶ芝2-16-24 毎週水曜日 １０：００～１１：３０

夕陽丘 園庭開放 (06)6772-4497 上汐5-2-24 第２・４水曜日 １０：００～１１：３０ 必要

すくすく 園開放 (06)6771-2590 国分町18-3 月１回 １０：００～１１：００ 必要

さなだやま みんなあつまれ～！！ (06)6765-4150 味原町2-16 第３火曜日 １０：００～１１：１５

たにまち 園庭開放 (06)6773-4152 生玉寺町2-6
新型コロナウィルス
のため不定期

１０：３０～１１：００ 必要

キッズコート 園庭開放 (06)6776-1312 伶人町2-15 第３水曜日 １０：００～１１：００

こでまり みんなであそぼう (06)6772-1212 堂ヶ芝2-3-15 不定期 １０：００～１１：００ 必要

おおぞら 園内開放 (06)6772-7021 南河堀8-21 月１回 １０：００～１１：００ 必要

なごみ なごみのじかん (06)6775-7531 大道3-6-14 毎月１～２回 １０：００～１０：３０ 必要

真かいせい すくすくひろば (06)6796-7300 餌差町11-24 月１回（土曜日） １０：００～１１：００ 必要

くじら保育園天王寺園 くじら 園開放 (06)6770-5880 勝山2－2－28 月1回（金曜日） １０：００～１１：００ 必要

あろんてぃあきっず真法院町保育園 真法院町 園庭開放 (06)6776-2243 真法院町1－6 月1回(水曜日） １０：３０～１１：３０ 必要

大阪宰相山保育園 宰相山 園開放 (06)6718-6281 空堀町5－5 月1回(水曜日） １０：００～１１：００ 必要

うえしお 園庭開放 (06)4305-1152 上汐3－4－9

大江 園庭開放 (06)6771-4988 四天王寺1－11－108 木曜日(月２回程度） １３：００～１４：１５ 必要

五条 くまちゃんひろば (06)6771-1820 上之宮町4-4 水曜日（月3回程度）   ９：1０～１０：３０

生魂 ふうちゃんらんど (06)6771-9988 生玉町7-4 火曜日（月２回程度） 　９：３０～１０：３０ 必要

味原幼 ももちゃんらんど (06)6762-0503 味原町5-18 木曜日（月２回程度） １０：００～１１：２０ 必要

真田山 ふれあいデー (06)6761-3004 餌差町6-13 火曜日（月２回程度）   ９：３０～１０：３０ 必要

真生 園庭開放 (06)6771-0153 真法院町15-15

天王寺幼 園庭開放 (06)6771-0877 北河堀町1-13 必要

松ヶ鼻 園庭開放 (06)6771-2348 松ヶ鼻町4-4 月１回   ９：４５～１１：００

パドマ 取り組みにより変わります。 (06)6772-1721 下寺町1-1-30 必要

カレンダー内表示 電話 備考

月～金 ９：００～１７：００ (06)6774-9969

月～金 ９：００～17：００ (06)6774-9968

きらきら 月～金 ９：００～１４：００ (06)4305-1152

プラザ 火曜日～日曜日 ９：３０～１７：００ (06)6763-3525

おひさま 月～金 １０：００～１５：００ 070-5147-2200

nico 月～金 ９：３０～１５：３０ 090-1077-6810

Blooming 月・火・木・金・土 ９：３０～１４：３０ 070-9002-4565

クレオ 火曜日～日曜日 ９：３０～２１：３０ (06)6770-7200

図書館

火～金(第3木曜日は休館)
土日祝休日7/21～8/31の期間
の月曜日
  おはなしのじかん毎週水曜日
　ぼちぼちのおはなし会
　　　　　　　　　　　　第4土曜日
  だっこでえほん第4木曜日

１０：００～１９：００
１０：００～１７：００
　
１５：３０～１６：００
１５：００～１５：３０

１１：００～１１：３０

(06)6771-2840

○　地域子育てサークル（対象／マタニティーママと０歳から就学前児童と保護者の方）

カレンダー内表示 曜日 時間 場所

天王寺 第2水曜日 １０：００～１１：３０ 天王寺小学校

大江 第3木曜日 １０：００～１１：３０ 大江会館

聖和 第2火曜日 １０：００～１１：３０ 聖和会館

五条 第1金曜日 １０：００～１１：３０ 五条公園会館

桃丘 第3金曜日 １０：００～１１：３０ 桃丘会館

生魂 第4火曜日 １０：００～１１：３０ 生魂幼稚園

桃陽 第1火曜日 １０：００～１１：３０ 桃陽会館

味原 第4木曜日 １０：００～１１：３０ 味原幼稚園

真田山(バンビ） 第3火曜日 １０：００～１１：３０ 真田山幼稚園

真田山(ポケット） 第2木曜日 １０：００～１１：３０ 東高津公園会館

7・12月は第4火曜日、3月は第4金曜日開催です。

５月は天王寺中学校、10月は聖和小学校、7月・12月は
興国高校で開催予定です。

勝山2-19-1

上汐5-6-25

上之宮町4-47

1０月は天王寺中学校で開催予定です。

10月は第２金曜日開催です。

１２月は第２金曜日開催です。２月は五条幼稚園で開
催
9・10月は第3火曜日、11月は第3金曜日、12月は第2火
曜日開催です。

備考

講座・教室
等につきま
しては、各
施設にお問
い合わせく
ださい。

国分町18-21　大室ハイツ102

味原町9-14

細工谷1-1-5

真田山地区（ポケット）

聖和地区（ももの木)

五条地区（リフレッシュチャティーサークル)

桃丘地区（たんぽぽ）

生魂地区（赤とんぼ）

桃陽地区（とうようキッズ）

味原地区（さくらんぼ）

真田山地区（バンビ）

天王寺区子ども・子育てプラザ

おひさまサンサン広場

9・12月は第３木曜日開催です。

こそだてひろばBlooming

【2022年度　園庭開放実施場所・実施時間】

大阪市立味原保育所

天王寺保育所

四天王寺夕陽丘保育園

すくすく保育園

施設名

※　天候や施設の行事などにより、開催日や時間、内容が変更になる場合があります。詳しい内容や実施時間は、各施設にお問合わせください。

※　園庭開放カレンダーの★印は予約が必要です。施設によっては事前登録の必要や初回保険料等がかかる場合もあります。

※　子ども・子育てプラザ、図書館、クレオ大阪中央の催しにつきましては、対象年齢が未就園児とその保護者に限らないものもあります。

連美幼児学園たにまちナーサリー

日の出さなだやま園

松福幼児学園キッズコート天王寺

連美幼児学園うえしおキンダースクール

こでまり保育園

天王寺駅前おおぞら保育園

天王寺和み（なごみ）保育園

真田山かいせい保育園

大阪市立大江幼稚園

大阪市立五条幼稚園

大阪市立生魂幼稚園

大阪市立味原幼稚園

大阪市立真田山幼稚園

今年度は全て未定です

保健福祉センター子育て支援室

保健福祉センター地域保健活動

地域子育て支援センターきらきら

今年度は全て未定です

利用時間

取り組みにより時間が変わります。
お問い合わせください。

上汐3-4-9

今年度は全て未定です

※真田山地区（ポケット）の対象者はマタニティーママ
からよちよち歩きくらいの赤ちゃんと保護者です。

真生幼稚園

天王寺幼稚園

大阪芸術大学附属松ヶ鼻幼稚園

所在地

真法院町20-33

パドマ幼稚園

天王寺地区（ひまわり）

大江地区（M.B.C.C）

おやこひろばnico

クレオ大阪中央

天王寺図書館

地区（サークル名）

施設名

真法院町20-33


