会の保育の 仕事をの
合
連
同
ぞいて
育共
保
みよ
ち
い
う！
あ

夢をかなえる

遊び
ブース

給食・食育
ブース

開催

保育園ひろば
現役の職員・保護者によるトークあり！
保育体験あり！試食あり！

入場無料

保育園の様子が ぎゅっと つまったイベントです！

保健
ブース

あいち保育共同連合会って何？
あいち保育共同連合会（旧愛知県小規模保育所連合会）
は1974年4月16日に発足しました。
働く父母が安心して働き、子ども達が健やかに
育つために、保育者が生き生きと仕事をし、さらに
地域と結びつき他団体と連携を深め、保育
運動を一層発展させる役割を持っています。

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」などを
ご紹介！

保育園で働きたいと思っている学生さん、

対象 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

日時

2019 年
第一部

7月6 日（土）

10：30〜12：00

第二部

13：30〜15：00

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。
メーテレ

東別院

イーブル名古屋

↑栄

↑伏見

上前津駅

鶴舞駅
鶴舞
公園

東別院駅

御器所→
新堀川

金山

駅

会場

イーブル名古屋

地下鉄
名城線

東別院 駅

徒歩5分

当日は参加者用の駐車場は用意しておりません。
できるだけ公共交通機関をご利用ください。

子ども達の給食は？
試食ブースで、実際の
給食を体感できます。
もちろんどの保育園も
自園給食！
ぜひお試しください。

どなたでも
ご参加できます！

予約不要

子連れの
参加も OK

詳しくは
ゆめかな特設ページ
をご覧ください
http://aichi-hoiku.com/yumekana

主催

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

たんぽぽ保育園（新瑞福祉会本部）
《TEL》052-851-3644 《FAX》052-851-3654

一宮乳児福祉会

名北福祉会

春日井福祉会

天白福祉会

名南こどもの家

新瑞福祉会

杁中福祉会

〒491-0918 一宮市末広 1-21-10
〒491-0827 一宮市三ツ井 6-9-1

23 かもめ三ッ井保育園 0586-75-1777

〒463-0027 名古屋市守山区弁天が丘 1106 番

〒461-0040 名古屋市東区矢田 3-4-18

0586-45-3839

〒487-0033 春日井市岩成台 8-4-1

22 かもめ保育園

0568-92-5551

15 第二そだち保育園

〒487-0035 春日井市藤山台 4-1-3

052-798-7077

0568-91-7356

14 第一そだち保育園

〒468-0024 名古屋市天白区大根町 57

21 めだか保育園

052-800-5471

13 みつば保育園

〒468-0014 名古屋市天白区中平１丁目 1902

052-768-6510

052-802-9873

12 あおぞら保育園

〒468-0011 名古屋市天白区平針 1-1808

20 やだ保育園

052-802-2188

11 めばえ保育園

〒458-0011 名古屋市緑区相川 1-133

〒463-0042 名古屋市守山区野萩町 2-61

052-891-1050

10 あいかわ保育園

〒457-0066 名古屋市南区鳴尾２丁目 47

052-793-7546

052-612-1775

9 ほしざき保育園

〒459-8016 名古屋市緑区南大高２丁目 203 番地

19 なえしろ保育園

052-622-6665

8 みよし保育園

〒467-0017 名古屋市瑞穂区東栄町 2-1-1

〒462-0804 名古屋市北区上飯田南町 1-12-2

052-853-1081

7 とうえい保育園

〒467-0057 名古屋市瑞穂区井の元町 168

18 第二めいほく保育園 052-914-9554

052-833-7811

6 ななくさ保育園

〒467-0008 名古屋市瑞穂区村上町 2-9

〒462-0804 名古屋市北区上飯田南町 5-52-2

052-841-5743

5 さざんか保育園

〒467-0028 名古屋市瑞穂区初日町 2-26

052-911-1627

052-834-0081

4 こすもす保育園

〒466-0826 名古屋市瑞穂区洲山町 3-44

17 めいほく保育園

052-841-0902

3 たんぽぽ保育園

〒467-0066 名古屋市千種区大島町 3-48-2

〒486-0846 春日井市朝宮町 2-10-12

052-751-0014

2 おおしま保育園

〒466-0826 名古屋市昭和区滝川町 93-1

加

16 天使みつばち保育園 0568-35-5010

052-832-0014

1 いりなか保育園

参

園

〒460-0022 名古屋市中区金山 1-2-27
〒460-0022 名古屋市中区金山 1-2-27

28 かわらまち夜間保育園 052-323-2650
052-323-2650
052-877-9022
052-853-6800
052-653-3952

29 かわらまち保育園
30 くまのまえ保育園
31 まつかぜ保育園
32 のぎく保育園

みのりの会

西尾こどもの家

犬山福祉会

0563-59-6820

40 なかばた保育園

43 きたちくさ保育園

42 清明山保育園

052-711-5201

052-725-7258

052-762-2602

0563-56-8301

39 くさの実保育園

41 田代保育園

〒484-0081 犬山市大字犬山字勧行洞 22-5

0568-61-0814

38 犬山さくら保育園

〒464-0086 名古屋市千種区萱場 2-6-23

〒464-0087 名古屋市千種区清明山 1-1-3

〒464-0832 名古屋市千種区山添町 1-75-2

〒444-0304 西尾市中畑 2 丁目 34

〒445-0062 西尾市丁田町道東 172

〒448-0804 刈谷市半城土町中ノ湫 110

〒448-0584 刈谷市富士見町 3-209

こぐま保育園（西）0566-21-7172
37 第二こぐま保育園 0566-93-1651

〒448-0584 刈谷市富士見町 3-304

こぐま保育園（東）0566-23-2224

35 ふたつばし保育園 052-446-6980

〒458-0813 名古屋市中村区二ツ橋町 3 丁目 35

〒453-0037 名古屋市中村区高道町 6-5-11

34 びわの実保育園

052-486-7170

〒453-0013 名古屋市中村区亀島 1-5-37

33 けやきの木保育園 052-454-3733

〒456-0053 名古屋市熱田区一番 2-46-16

〒466-0035 名古屋市昭和区松風町３丁目 2 番地

〒458-0802 名古屋市緑区兵庫１丁目 1610 番

〒466-0034 名古屋市昭和区明月町 3-6-2

27 池内わらべ保育園 052-853-3820

052-784-4008 〒464-0022 名古屋市千種区平和公園 2-108-1

26 ののかぜ保育園

〒466-0065 名古屋市昭和区鶴舞町 65

〒464-0813 名古屋市千種区仁座町 120

052-733-7622

052-782-1210

25 ひまわり保育園

24 どんぐり保育園

覧

西三河子供の家 36

熱田福祉会

池内福祉会

緑の丘福祉会

一

