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日時 日時

2021年
6月6日（日）

2021年
7月4日（日）

第一部

第二部

10：30〜12：00

13：30〜15：00

（定員50名） （予定）

（定員50名）

一部と二部は同じ内容です。ご都合の合う部においでください。

※参加者用の駐車場は用意しておりません。

　公共交通機関をご利用ください。

感染対策にご協力を。

※新型コロナウィルス感染症の蔓延状況によっては、オンライン開催に切り替えます。
　最新情報は 『夢かな特設ページ』 に掲載しますのでご確認ください。
　オンライン開催に変更の場合、現地開催を予約された方にはメールでお知らせします。

10:00~12:00

現地開催

あいち保育共同連合会

ぎゅっと保育園の様子が　　　つまったイベントです！

夢をかなえる
保育園ひろば

オンライン開催

会場 労働会館東館ホール

金山総合駅 徒歩10分

お申し込みの流れ

＜参加に必要なもの＞

・ インターネットに接続されたパソコンやタブレット、
　スマートフォンなど （大きな画面を推奨します）　

上記の予約用 QR コードからお申し込みください （メールアドレスが必要です）

↓

後日、参加用 URL をお知らせします。

↓

当日開催 5～10 分前に参加用 URL に接続をし、 開始をお待ちください。

ここがメリット
・ご自宅の環境で、 じっくり話を聞くことができます。
・オンライン個別相談時間を設けます。直接質問できますよ！

リアルな話が

聞けます！

子育て中のお父さん、お母さん。現役保育士さん、給食職員さん、
今は辞めているけど、また保育園に復職したいと思っている方

保育園で働きたいと思っている学生さん、
対象

お子様連れの

参加もOK どなたでも

ご参加できます！お子様連れの

参加もOK どなたでも

ご参加できます！

金山
総合駅

イオン熱田

労働会館
東館ホール

労働会館本館

沢上交差点

陸橋

アスナル
金山 マクドナルド

パチンコ

当日はマスクの着用をお願いします。

また、体調の悪い方は参加をお控えください。

現地開催
オンライン開催

現地開催
オンライン開催 実施します！今年は

共に予約が必要です。 こちらからご予約ください

要予約



あいち保育共同連合会って何？

子ども達はどんな
あそびをしているの？
保育園で遊んでいる
「手あそび」や「わらべ唄」
「手づくりおもちゃ」などをご紹介！

子ども達の給食は？
食べる人・作る人のお互いの
顔が分かる自園給食です。
給食職員の仕事や子どもた
ちがどんな給食を食べている
かを紹介します。

名古屋市を中心に、愛知県内43ケ園が加盟！
子ども、職員、保護者が共に育ち合う保育園の集まりです。
発足以来46年間、よりよい保育をめざして力を合わせ、
夢を叶え続けています。詳細は当日、お楽しみに！

かもめ保育園 0586-45-3839 一宮市末広 1-21-10

かもめ三ッ井保育園 0586-75-1777 一宮市三ツ井 6-9-123

22

一宮乳児福祉会

めいほく保育園 052-911-1627 名古屋市北区上飯田南町 5-52-2

第二めいほく保育園 052-914-9554 名古屋市北区上飯田南町 1-12-2

なえしろ保育園 052-793-7546 名古屋市守山区野萩町 2-61

やだ保育園 052-768-6510 名古屋市東区矢田 3-3-44

めだか保育園 052-798-7077 名古屋市守山区弁天が丘 1106 番21

20

19

18

17

名北福祉会

第一そだち保育園 0568-91-7356 春日井市藤山台 4-1-3

第二そだち保育園 0568-92-5551 春日井市岩成台 8-4-1

天使みつばち保育園 0568-35-5010 春日井市朝宮町 2-10-1216

15

14

春日井福祉会

めばえ保育園 052-802-2188 名古屋市天白区平針 1-1808

あおぞら保育園 052-802-9873 名古屋市天白区中平１丁目 1902

みつば保育園 052-800-5470 名古屋市天白区大根町 5713

12

11

天白福祉会

みよし保育園 052-622-6665 名古屋市緑区南大高２丁目 203 番地

ほしざき保育園 052-612-1775 名古屋市南区鳴尾２丁目 47

あいかわ保育園 052-891-1050 名古屋市緑区相川 1-13310

9

8

名南こどもの家

たんぽぽ保育園 052-841-0902 名古屋市瑞穂区洲山町 3-44

こすもす保育園 052-834-0081 名古屋市瑞穂区初日町 2-26

さざんか保育園 052-841-5743 名古屋市瑞穂区村上町 2-9

ななくさ保育園 052-833-7811 名古屋市瑞穂区井の元町 168

とうえい保育園 052-853-1081 名古屋市瑞穂区東栄町 2-1-17

6

5

4

3

新瑞福祉会

いりなか保育園 052-832-0014 名古屋市昭和区川名山町 103

おおしま保育園 052-751-0014 名古屋市千種区大島町 3-48-22

1

杁中福祉会

どんぐり保育園 052-782-1210 名古屋市千種区仁座町 120

ひまわり保育園 052-733-7622 名古屋市昭和区鶴舞町 65

ののかぜ保育園 052-784-4008 名古屋市千種区平和公園 2-108-126

25

24

緑の丘福祉会

のぎく保育園 052-653-3952 名古屋市熱田区一番 2-46-16

けやきの木保育園 052-454-3733 名古屋市中村区亀島 1-5-37

びわの実保育園 052-486-7170 名古屋市中村区高道町 6-5-11

ふたつばし保育園 052-446-6980 名古屋市中村区二ツ橋町 3 丁目 3535

34

33

32

熱田福祉会

池内わらべ保育園 052-853-3820 名古屋市昭和区明月町 3-6-2

かわらまち夜間保育園 052-323-2650 名古屋市中区金山 1-2-27

かわらまち保育園 052-323-2650 名古屋市中区金山 1-2-27

くまのまえ保育園 052-877-9022 名古屋市緑区兵庫１丁目 1610 番

まつかぜ保育園 052-853-6800 名古屋市昭和区松風町３丁目 2 番地31

30

29

28

27

池内福祉会

田代保育園 052-762-2602 名古屋市千種区山添町 1-75-2

清明山保育園 052-725-7258 名古屋市千種区清明山 1-1-3

きたちくさ保育園 052-711-5201 名古屋市千種区萱場 2-6-2343

42

41

みのりの会

くさの実保育園 0563-56-8301 西尾市丁田町道東 172

なかばた保育園 0563-59-6820 西尾市中畑 2 丁目 3440

39

西尾こどもの家

犬山さくら保育園 0568-61-0814 犬山市大字犬山字勧行洞 22-538

犬山福祉会

こぐま保育園 （東） 0566-23-2224 刈谷市富士見町 3-304

こぐま保育園 （西） 0566-21-7172 刈谷市富士見町 3-209

第二こぐま保育園 0566-93-1651 刈谷市半城土町中ノ湫 110

36

37

西三河子供の家

あいち保育共同連合会

http://aichi-hoiku.com/yumekana

主催 あいち保育共同連合会
【 http://aichi-hoiku.com 】

事務局
新瑞福祉会本部
《TEL》052-851-3644 《FAX》052-851-3654

詳しくは、夢かな特設ページをご覧ください。


