
子育て
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リンク集

“こんなまとめがあったらいいな〜”を
カタチにしました♪

お役に⽴てましたら幸いです。

⻑崎Baby ・ kids LOVERS塾

こちらに掲載している内容は、
２０２１年１2⽉時点のものです。
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こんにちは⾚ちゃ
ん訪問（乳児家庭
全⼾訪問事業）

新⽣児聴覚検
査・先天性代謝
異常検査

４か⽉児康診査 ７か⽉児康診査 １０か⽉児健康
診査

１歳６か⽉児健
康診査

３歳児健康診査

出⽣届
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保育園

産婦健康診査

妊婦⼀般健康診
査

出産育児⼀時⾦

ママの⻭っぴい
チェック（妊産
婦⻭科検診）
（産前、産後１
年以内

⼊園 空き状況

認定こども園 ⼊園

全般

⻭育て検診（１
歳６か⽉〜）

幼稚園

妊娠届

⺟⼦健康⼿帳・
パパノートの交付

全般

全般

こども福祉医療

空き状況
（１・２号認定のみ）
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子育てスケジュールⅠ
基本
情報

https://ekao-ng.jp/know/houmo/
https://ekao-ng.jp/know/%E6%9C%AA%E7%86%9F%E5%85%90%E3%83%BB%E4%BD%8E%E4%BD%93%E9%87%8D%E5%85%90%E3%83%BB%E3%81%9D%E3%81%AE%E4%BB%96%E3%81%AE%E6%A4%9C%E6%9F%BB/
https://ekao-ng.jp/know/health/
https://ekao-ng.jp/know/health/
https://ekao-ng.jp/know/health/
https://ekao-ng.jp/know/health/
https://ekao-ng.jp/know/health/
https://www.city.nagasaki.lg.jp/shimin/120000/121000/p000432.html
https://ekao-ng.jp/know/teat/
https://ekao-ng.jp/know/sanpukenshin/
https://ekao-ng.jp/know/checkup/
https://ekao-ng.jp/know/lump_sum/
https://ekao-ng.jp/know/teeth/
https://ekao-ng.jp/know/teeth/
https://ekao-ng.jp/know/kinder/riyoumoushikomi-preschool/
https://ekao-ng.jp/know/kinder/akijokyo/
https://ekao-ng.jp/know/kinder/riyoumoushikomi-preschool/
https://ekao-ng.jp/know/kinder/
https://ekao-ng.jp/know/teeth-2/
https://ekao-ng.jp/know/pocketbook/
https://ekao-ng.jp/know/pocketbook/
https://ekao-ng.jp/know/kinder/
https://ekao-ng.jp/know/kinder/
https://ekao-ng.jp/know/nyuyouji-iryou/
https://ekao-ng.jp/know/kinder/akijokyo/


出⽣前 出⽣〜２か⽉ ３〜４か⽉ ５〜７か⽉ ８〜１１か⽉ １〜２歳 ３歳〜就学前
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⽀

援

四種混合（３か月〜

BCG（５か月〜） ⿇しん・⾵しん
（１歳〜）

⽔痘（⽔ぼうそう ）
（１歳〜）

⽇本脳炎（６か⽉〜）

ファミリーサ
ポート・セン
ター

園庭開放・未就園
児教室

保育所などでの
⼀時預かり

⼦育て⽀援セン
ター

お遊び教室

三種混合（３か月〜

不活性ポリオ（３か月〜）

2

妊婦訪問指導・
妊婦健康相談

妊産婦・新生児及
び乳児訪問相談

ビブ（２か月〜）

⼩児⽤肺炎球菌（２か⽉〜

B型肝炎（２か⽉〜）

産後ケア

病児・病後児保育

子育てスケジュール

https://ekao-ng.jp/know/yobou/
https://ekao-ng.jp/know/yobou/
https://ekao-ng.jp/know/yobou/
https://ekao-ng.jp/know/yobou/
https://ekao-ng.jp/know/yobou/
https://ekao-ng.jp/know/keep/family-support-center/
https://ekao-ng.jp/know/kindergarten-playground/
https://ekao-ng.jp/know/keep/temporary/
https://ekao-ng.jp/know/keep/temporary/
https://ekao-ng.jp/know/childcare-support-center/
https://ekao-ng.jp/know/school-playtime/
https://ekao-ng.jp/know/yobou/
https://ekao-ng.jp/know/yobou/
https://ekao-ng.jp/know/%E5%A6%8A%E5%A8%A0%E4%B8%AD%E3%81%AE%E6%95%99%E5%AE%A4%E3%83%BB%E7%9B%B8%E8%AB%87/
https://ekao-ng.jp/know/houmon/
https://ekao-ng.jp/know/yobou/
https://ekao-ng.jp/know/yobou/
https://ekao-ng.jp/know/yobou/
https://ekao-ng.jp/know/postnatal/
https://ekao-ng.jp/know/keep/illness-childcare/
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講

座
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離乳⾷教室（４
か⽉〜９か⽉）

離乳⾷・幼児⾷
教室（９か⽉〜
２歳）

両親学級

その他⼦育て関係
講座・イベント

絵本のプレゼント

初めてママ講座

⻑崎市
LINE

ココロンネッ ト・アプリ

⾚ちゃんの駅

むし⻭予防教室
（８か⽉頃〜１
歳 ６か⽉未満）

パーキング・
パーミット制度
（妊娠７か⽉〜
産後３か⽉ま
で）

育児講座（にこ
にこ学級・すく
すく学級）

お祝いの記念樹
プレゼント

3
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＊要申込

子育てスケジュール

https://ekao-ng.jp/know/shokuj/
https://ekao-ng.jp/know/shokuj/
https://ekao-ng.jp/know/%E5%A6%8A%E5%A8%A0%E4%B8%AD%E3%81%AE%E6%95%99%E5%AE%A4%E3%83%BB%E7%9B%B8%E8%AB%87/
https://ekao-ng.jp/know/other-events/
http://lib.city.nagasaki.nagasaki.jp/goriyou/service/pdf/bookstart.pdf
https://ekao-ng.jp/hajimetemama202112202201/
https://nagasaki-miraism.com/marutoku/
http://www.nagasaki-kosodate.jp/child_info01/ouenappli/
https://ekao-ng.jp/know/baby-station-top/baby-station-nagasaki/
http://ekao-ng.jp/know/teeth-2/
http://ekao-ng.jp/know/teeth-2/
https://www.city.nagasaki.lg.jp/fukushi/440000/446000/p009534.html
https://www.city.nagasaki.lg.jp/fukushi/440000/446000/p009534.html
https://ekao-ng.jp/know/class/
https://www.city.nagasaki.lg.jp/shimin/170000/179000/p008838.html
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■長崎市子育て応援情報サイト「イーカオ」 

■長崎市子ども・子育て支援事業計画 

■あじさいコール 子育てに関するFAQ 

■長崎県 子育て支援情報 

■ながさき子育て応援ネット ココロンネット 

 

■内閣府 「子ども・子育て」に関するコンテンツ 

■厚生労働省 「子ども・子育て」に関するコンテンツ 

■子ども・子育てサポートサイト （wam 

net）*独立行政法人 福祉医療機構 

■ここdeサーチ （独立行政法人 福祉医療

機構）

 

 

■いろいろな相談先一覧 ＊長崎市子

育て応援情報サイト「イーカオ」 

■Connect コネクト長崎市相談窓口紹介パンフレット 

■長崎市子どもを守る条例リーフレット 

■長崎市子育て支援センターにおける育児相談  
＊イベントスケジュールを確認。 

■助産師による無料育児相談 ＊（一社）長崎県助産師会  

 

 
 
■妊婦訪問指導・ 妊婦健康相談  
＊妊娠・出産→妊娠中の教室相談の順にアクセス。 
■妊産婦・新生児及び乳児訪問相談 ＊長
崎市子育て応援情報サイト「イーカオ」 

 

 

■育児相談電話 ＊(社福)日本保育協会 
妊婦・乳幼児を対象とした子育てについての
悩みを、保健師・元保育園長等専門の先生に電
話で相談できるサービス。 
■エンゼル 110番  
森永乳業株式会社の委託を受けて株式会社森
永乳業ビジネスサービスが運営。 
妊娠中から就学前の子供の育児についての悩みを
電話で無料相談できるサービス。

 

 

 

 

 

 

長崎（全般） 

 

長崎（妊娠中や産後の相談） 

 

全国 

 

長崎 

 

全国 

 

https://ekao-ng.jp/
https://ekao-ng.jp/know/sinseido/
http://city.nagasaki.ajisai-call.jp/?site_domain=default
https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/hukushi-hoken/kosodateshien-shoshikataisaku/kosodateshien/
http://www.nagasaki-kosodate.jp/
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/index.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/index.html
https://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/jidou/raisingkids/
https://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/jidou/raisingkids/
https://www.wam.go.jp/kokodesearch/ANN010100E00.do
https://www.wam.go.jp/kokodesearch/ANN010100E00.do
https://ekao-ng.jp/know/consul/
https://ekao-ng.jp/know/consul/
https://www.city.nagasaki.lg.jp/fukushi/412000/412008/p031397_d/fil/connect_panf.pdf
https://ekao-ng.jp/wp-content/uploads/2013/03/af60a87128524bf39e6c8b36727140bf.pdf
https://ekao-ng.jp/know/childcare-support-center/
https://www.nagasaki-midwife.org/consultation/
https://ekao-ng.jp/know/
https://ekao-ng.jp/know/houmon/
https://ekao-ng.jp/know/houmon/
https://ekao-ng.jp/know/houmon/
https://www.nippo.or.jp/soudan/
https://www.nippo.or.jp/soudan/
https://www.angel110.jp/
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■お子さんの発達でちょっと気になることはあ

りませんか？（リーフレット） 

 

■長崎インクルージョン子育て支援センター

「にこっと」 
未就学児童で、発達障害のある子どもや発達が
気になる子どもを育てる保護者が気軽に集い、
交流や相談ができる場所。 

 

■食物アレルギーについて ＊厚生労働省 

■保育所における食物アレルギー対応ガイドラ
イン ＊厚生労働省 

■『アレルギー疾患について』＊長崎県 

■アレルギー医療相談窓口 ＊(公財)日本アレ

ルギー協会 

 
 
■長崎市夜間急患センター 電話８２０−８６９９ 

 
■休日当番医 

 
 
■長崎県子ども医療電話相談センター ＃８０００ 
■中毒１１０番（財）日本中毒情報センター

 

 

■病児・病後児保育（長崎市子育て応援情報サイト「イーカオ」） 
• 利用料・・・1人 1日 2,000円 

※別に食事代等かかります。（利用の場合） 

（市民税、所得税の課税状況によっては、減額になることがあります。） 

• 利用できる方・・・市内にお住まいの乳児・幼児または小学校に就学している児童 

（小学校 6年生まで） 

 

 

 

 

 

 

  

「子供のけがの

予防対策」絵本

～おうちのアブ

ナカ～ 

 

 

 

 

 

中央橋こどもデイ
ケア 
あひるっこルーム 

江戸町 5-14 月香園ビル 4階 
ふくだこどもクリニックに付設 

821-8867 

病児保育 
にこにこルーム 

本原町 1-23 
中山小児科クリニックに付設 

843-5327 

いなさこどもデイケア 
ボン クラージュ 

弁天町 16-7 
平野医院に付設 

861-1213 

病児保育室 
あおむし 

かき道 3丁目 2-9 
幼保連携型認定こども園かき道ピノキ
オこども園に付設 

838-5514 

病児保育 
クローバー 

長崎市滑石 2丁目 9-9 
りゅうキッズクリニックに付設 

865-6559 

電話相談 夜間 

休日 

けがの予防 

 

https://www.city.nagasaki.lg.jp/fukushi/440000/449011/p022952_d/fil/hattatusyougai_1.pdf
https://www.city.nagasaki.lg.jp/fukushi/440000/449011/p022952_d/fil/hattatusyougai_1.pdf
https://ekao-ng.jp/know/inclusion-child-support-center/
https://ekao-ng.jp/know/inclusion-child-support-center/
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/kenkou/ryumachi/dl/jouhou01-08.pdf
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/kenkou/ryumachi/dl/jouhou01-08.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000511242.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000511242.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000511242.pdf
https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/hukushi-hoken/iryo/kakusyu-iryo/allergy/445262.html
https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/hukushi-hoken/iryo/kakusyu-iryo/allergy/445262.html
https://www.jaanet.org/allergy/helpdesk.html
https://www.jaanet.org/allergy/helpdesk.html
https://www.jaanet.org/allergy/helpdesk.html
http://www.nagasaki.med.or.jp/n-city/yakan/yakan_main.html
http://www.nagasaki.med.or.jp/n-city/holiday/kyujitsu_day1.html
https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/hukushi-hoken/iryo/kensaku-iryo/
https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/hukushi-hoken/iryo/kensaku-iryo/
https://www.j-poison-ic.jp/110serviece/service-guide-genelal/
https://ekao-ng.jp/know/keep/illness-childcare/
https://ekao-ng.jp/ouchi_no_abunaka/
https://ekao-ng.jp/ouchi_no_abunaka/
https://ekao-ng.jp/ouchi_no_abunaka/
https://ekao-ng.jp/ouchi_no_abunaka/
http://ahirukko.tank.jp/index.html
https://nakayamashonika.jp/our-services
http://www.hirano-iin.or.jp/bc/
https://seido-kai.com/base/pinokio-kakido/aomushi/
http://www.ryukids.jp/
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■子育て支援センター 

• 概ね 3歳未満の児童と親が気軽に集まって
自由に遊んだり、育児相談等をすることが
できる場所です。 

• つどいの場 
親や子どもの交流や仲間づくりができると
ころです。 

• 相談の場 
親同士が悩みを話したり、子育ての不安や
疑問などを相談できるところです。 

• 情報提供の場 
親同士の情報交換や身近な地域のいろいろ
な子育て情報を知ることができるところで
す。 

イベントスケジュールはこちら 

                 

 西浦上地区子育て支援センター「ぴよぴよ」 

 梅香崎地区子育て支援センター「ひなたぼっこ」 

 橘地区子育て支援センター「風の子らんど」 

 緑が丘地区子育て支援センター「ピクニック」 

 三和地区子育て支援センター「ぴっぴ」 

 東長崎地区子育て支援センター「きずな」 

 土井首地区子育て支援センター「みなみ」 

 三重地区子育て支援センター「てとて」 

 上長崎地区子育て支援センター「もりのク

レヨン」 

＊運営団体のInstagramはこちら 

 深堀地区子育て支援センター「ふるさと」 

 滑石地区子育て支援センター「ポテト」 

 小江原地区子育て支援センター「そらのクレヨン」 

＊運営団体のInstagramはこちら 

 

外海地区子育て支援センター「つばめサークル」

（黒崎聖母保育園内） 

 琴海地区子育て支援センター「ひまわり広場」

（中央こども園内） 

 茂木地区子育て支援センター「あさひ」 

 

 

長崎インクルージョン子育て支援センター にこっと 

 

 

 

 

 

 

 「どんぐりの家」（琴海児童館内） 

 

 

 

 

 

■お遊び教室 
 

• 民生委員・児童委員・主任児童委員や子育てグループリーダーと協力しながら、公民館やふれあいセンターなど

で、乳幼児を持つ親子の集団遊びや母親同士の交流・育児相談を行っています。 

• 子どもと一緒に遊んだり、子育て仲間のお母さん同士で楽しくおしゃべりしたりできます 

• 対象：0歳～就学前児童のお子さんと保護者 

• 費用：無料 

• 時間：概ね 10：00 ～ 11：30 

支援センターのラインはこちら 

週５日型 週３日型 

発達支援に特化した子育て支援センター 

ぴよぴよ

LINE 

ピクニック

LINE 

きずな

LINE 

みなみ

LINE 

 

てとて

LINE 

児童館

内 

https://ekao-ng.jp/know/childcare-support-center/
https://ekao-ng.jp/know/childcare-support-center/center-schedule/
http://piyo2kosodate.amebaownd.com/
http://www.npo-hot.jp/
http://oozora.main.jp/kazenoko/
http://picnic93.blog50.fc2.com/
http://www.pippi-nagasakishi.jp/
https://oyako-kizuna.info/
https://ameblo.jp/azetibi/
https://www4.hp-ez.com/hp/tomten/
https://www4.hp-ez.com/hp/tomten/
https://www.instagram.com/tomuteomocha/?utm_medium=copy_link
https://select-type.com/s/soranokureyon
https://www.instagram.com/tomuteomocha/?utm_medium=copy_link
https://www.kurosaki-seibo.com/
https://www.kurosaki-seibo.com/
https://chuo-kodomoen.jp/pages/31/
https://chuo-kodomoen.jp/pages/31/
https://ekao-ng.jp/know/inclusion-child-support-center/
https://ekao-ng.jp/know/school-playtime/
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• 広報ながさき（2016．２）における遊び場特集 紹介されている公園はこちら↓ 
 
 
 
 

公園名 町名 駐車場 

えがわ運動公園 末石町 駐車場１１３台 

琴海中央公園 琴海戸根原町 駐車場５０台 

長崎東公園 戸石町 駐車場３００台 

富士見公園 富士見町 駐車場無 

泉町公園 泉２丁目 駐車場無 

祝捷山（しゅくしょうざ
ん）公園 上小島５丁目 駐車場１２台 

唐八景公園 田上３丁目 駐車場４０台 

立山公園 立山５丁目 駐車場３２台 

三和記念公園 宮崎町 駐車場５０台 

出雲近隣公園 出雲１丁目 駐車場１７台 

矢上団地近隣公園 かき道２丁目 車場３０台 

赤迫ふれあい公園 赤迫２丁目 駐車場８台 

長崎市総合運動公園 柿泊町 駐車場８００台 

小江原台近隣公園 小江原３丁目 駐車場３４台 

神の島公園 神ノ島町１丁目 駐車場３０台 

稲佐山公園 稲佐町、大浜町ほか 駐車場５００台 

元宮公園 布巻町 駐車場７８台 

https://www.city.nagasaki.lg.jp/syokai/770000/771000/p028022_d/fil/p03-07.pdf
https://www.city.nagasaki.lg.jp/sumai/630000/632000/p010453.html
https://www.city.nagasaki.lg.jp/shimin/120000/126000/p002879.html
https://www.nagasaki-eastpark.jp/
https://www.city.nagasaki.lg.jp/sumai/630000/632000/p010445.html
https://www.city.nagasaki.lg.jp/sumai/630000/632000/p010445.html
https://www.city.nagasaki.lg.jp/sumai/630000/632000/p033012.html
https://www.city.nagasaki.lg.jp/sumai/630000/632000/p010480.html
https://www.city.nagasaki.lg.jp/sumai/630000/632000/p010433.html
https://www.city.nagasaki.lg.jp/sumai/630000/632000/p010474.html
https://www.city.nagasaki.lg.jp/sumai/630000/632000/p010455.html
https://www.city.nagasaki.lg.jp/sumai/630000/632000/p010442.html
https://www.city.nagasaki.lg.jp/sumai/630000/632000/p010440.html
https://www.city.nagasaki.lg.jp/sumai/630000/632000/p010429.html
https://www.city.nagasaki.lg.jp/sumai/630000/632000/p010476.html
https://www.city.nagasaki.lg.jp/sumai/630000/632000/p010461.html
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■大型遊具がある公園 

 立山公園 

 稲佐山公園 

 小江原台近隣公園 

 長崎東公園 

 長崎市総合運動公園 

 神の島公園 

 えがわ運動公園 

 女の都運動公園 

 元宮公園 

 祝捷山公園 

 赤迫ふれあい公園 

 琴海中央公園 

 三和記念公園 

 出雲近隣公園 

 唐八景公園 

 

■花木を楽しむ公園 

 大徳寺公園 

 長崎公園 

 風頭公園 

 神の島公園 

 立山公園 

 稲佐山公園 
 長崎のもざき恐竜パ
ーク（旧野母崎総合
運動公園） 

 権現山展望公園 

 樺島灯台公園 

 琴海中央公園 

 川原大池公園 

 宮崎ダム公園 

 

 

■眺めを楽しむ公園 

 中島川公園 

 風頭公園 

 神の島公園 

 立山公園 

 稲佐山公園 

 唐八景公園 

 鍋冠山公園 

 香焼総合公園 

 伊王島灯台公園 

 権現山公園 
 長崎のもざき恐竜パ
ーク（旧野母崎総合
運動公園） 

 そとめ神浦川河川公
園 

 金比羅公園 

 権現山展望公園 

 樺島灯台公園 

 琴海赤水公園 

 大城公園 

 大野浜海浜公園 

 黒崎永田湿地自然公
園 

 出雲近隣公園 

 さざなみの丘公園 

 鼠島公園 

 

■平和を願い交流実践し

ていく公園 

 平和公園 

 権現山展望公園 

 

 

 

■スポーツを楽しむ公園 

 長崎市総合運動公園 

 平和公園 

 長崎東公園 

 立山公園 

 東望山公園 

 田中町公園 

 京泊公園 

 おりおん座公園 

 南部地区公園 

 小江原台近隣公園 

 えがわ運動公園 

 香焼総合公園 
 長崎のもざき恐竜パーク
（旧野母崎総合運動公園） 

 元宮公園 

 祝捷山公園 

 あじさい公園 

 琴海北部運動公園 

 琴海中部運動公園 

 琴海南部運動公園 

 外海総合公園 

 高島ふれあい多目的
運動公園 

■歴史を感じる公園 

 中島川公園 

 長崎公園 

 風頭公園 

 伊王島灯台公園 

 権現山展望公園 

 湊公園 

 西坂公園 

 金比羅公園 

 神浦城公園 

 川原大池公園 

https://www.city.nagasaki.lg.jp/sumai/630000/632000/p010393.html
https://www.city.nagasaki.lg.jp/sumai/630000/632000/p010480.html
https://www.city.nagasaki.lg.jp/sumai/630000/632000/p010476.html
https://www.city.nagasaki.lg.jp/sumai/630000/632000/p010440.html
https://www.city.nagasaki.lg.jp/sumai/630000/632000/p010436.html
https://www.city.nagasaki.lg.jp/sumai/630000/632000/p010442.html
https://www.city.nagasaki.lg.jp/sumai/630000/632000/p010429.html
https://www.city.nagasaki.lg.jp/sumai/630000/632000/p010453.html
https://www.city.nagasaki.lg.jp/sumai/630000/632000/p010448.html
https://www.city.nagasaki.lg.jp/sumai/630000/632000/p010461.html
https://www.city.nagasaki.lg.jp/sumai/630000/632000/p010445.html
https://www.city.nagasaki.lg.jp/sumai/630000/632000/p010455.html
https://www.city.nagasaki.lg.jp/sumai/630000/632000/p010468.html
https://www.city.nagasaki.lg.jp/sumai/630000/632000/p010433.html
https://www.city.nagasaki.lg.jp/sumai/630000/632000/p010474.html
https://www.city.nagasaki.lg.jp/sumai/630000/632000/p033012.html
https://www.city.nagasaki.lg.jp/sumai/630000/632000/p010391.html
https://www.city.nagasaki.lg.jp/sumai/630000/632000/p010425.html
https://www.city.nagasaki.lg.jp/sumai/630000/632000/p010396.html
https://www.city.nagasaki.lg.jp/sumai/630000/632000/p010401.html
https://www.city.nagasaki.lg.jp/sumai/630000/632000/p010397.html
https://www.city.nagasaki.lg.jp/sumai/630000/632000/p010422.html
https://www.city.nagasaki.lg.jp/sumai/630000/632000/p010418.html
https://www.city.nagasaki.lg.jp/sumai/630000/632000/p010279.html
https://www.city.nagasaki.lg.jp/sumai/630000/632000/p010279.html
https://www.city.nagasaki.lg.jp/sumai/630000/632000/p010279.html
https://www.city.nagasaki.lg.jp/sumai/630000/632000/p010172.html
https://www.city.nagasaki.lg.jp/sumai/630000/632000/p010407.html
https://www.city.nagasaki.lg.jp/sumai/630000/632000/p010414.html
https://www.city.nagasaki.lg.jp/sumai/630000/632000/p010412.html
https://www.city.nagasaki.lg.jp/sumai/630000/632000/p010410.html
https://www.city.nagasaki.lg.jp/sumai/630000/632000/p029501.html
https://www.city.nagasaki.lg.jp/sumai/630000/632000/p010270.html
https://www.city.nagasaki.lg.jp/sumai/630000/632000/p010264.html
https://www.city.nagasaki.lg.jp/sumai/630000/632000/p010258.html
https://www.city.nagasaki.lg.jp/sumai/630000/632000/p010336.html
https://www.city.nagasaki.lg.jp/sumai/630000/632000/p010331.html
https://www.city.nagasaki.lg.jp/sumai/630000/632000/p010327.html
https://www.city.nagasaki.lg.jp/sumai/630000/632000/p010334.html
https://www.city.nagasaki.lg.jp/sumai/630000/632000/p010315.html
https://www.city.nagasaki.lg.jp/sumai/630000/632000/p010319.html
https://www.city.nagasaki.lg.jp/sumai/630000/632000/p010320.html
https://www.city.nagasaki.lg.jp/sumai/630000/632000/p010279.html
https://www.city.nagasaki.lg.jp/sumai/630000/632000/p010279.html
https://www.city.nagasaki.lg.jp/sumai/630000/632000/p010279.html
https://www.city.nagasaki.lg.jp/sumai/630000/632000/p010298.html
https://www.city.nagasaki.lg.jp/sumai/630000/632000/p010298.html
https://www.city.nagasaki.lg.jp/sumai/630000/632000/p010212.html
https://www.city.nagasaki.lg.jp/sumai/630000/632000/p010145.html
https://www.city.nagasaki.lg.jp/sumai/630000/632000/p010283.html
https://www.city.nagasaki.lg.jp/sumai/630000/632000/p010309.html
https://www.city.nagasaki.lg.jp/sumai/630000/632000/p010289.html
https://www.city.nagasaki.lg.jp/sumai/630000/632000/p010292.html
https://www.city.nagasaki.lg.jp/sumai/630000/632000/p010301.html
https://www.city.nagasaki.lg.jp/sumai/630000/632000/p010301.html
https://www.city.nagasaki.lg.jp/sumai/630000/632000/p010329.html
http://www.city.nagasaki.lg.jp/sumai/630000/632000/p029461.html
https://www.city.nagasaki.lg.jp/sumai/630000/632000/p029488.html
https://www.city.nagasaki.lg.jp/sumai/630000/632000/p010388.html
https://www.city.nagasaki.lg.jp/sumai/630000/632000/p010388.html
https://www.city.nagasaki.lg.jp/sumai/630000/632000/p005153.html
https://www.city.nagasaki.lg.jp/sumai/630000/632000/p010142.html
https://www.city.nagasaki.lg.jp/sumai/630000/632000/p010389.html
https://www.city.nagasaki.lg.jp/sumai/630000/632000/p010374.html
https://www.city.nagasaki.lg.jp/sumai/630000/632000/p010348.html
https://www.city.nagasaki.lg.jp/sumai/630000/632000/p010372.html
https://www.city.nagasaki.lg.jp/sumai/630000/632000/p010390.html
https://www.city.nagasaki.lg.jp/sumai/630000/632000/p010345.html
https://www.city.nagasaki.lg.jp/sumai/630000/632000/p010376.html
https://www.city.nagasaki.lg.jp/sumai/630000/632000/p010349.html
https://www.city.nagasaki.lg.jp/sumai/630000/632000/p010351.html
https://www.city.nagasaki.lg.jp/sumai/630000/632000/p010352.html
https://www.city.nagasaki.lg.jp/sumai/630000/632000/p010373.html
https://www.city.nagasaki.lg.jp/sumai/630000/632000/p010382.html
https://www.city.nagasaki.lg.jp/sumai/630000/632000/p010383.html
https://www.city.nagasaki.lg.jp/sumai/630000/632000/p010279.html
https://www.city.nagasaki.lg.jp/sumai/630000/632000/p010279.html
https://www.city.nagasaki.lg.jp/sumai/630000/632000/p010385.html
https://www.city.nagasaki.lg.jp/sumai/630000/632000/p010445.html
https://www.city.nagasaki.lg.jp/sumai/630000/632000/p010381.html
https://www.city.nagasaki.lg.jp/sumai/630000/632000/p010363.html
https://www.city.nagasaki.lg.jp/sumai/630000/632000/p010364.html
https://www.city.nagasaki.lg.jp/sumai/630000/632000/p010367.html
https://www.city.nagasaki.lg.jp/sumai/630000/632000/p010360.html
https://www.city.nagasaki.lg.jp/sumai/630000/632000/p010354.html
https://www.city.nagasaki.lg.jp/sumai/630000/632000/p010354.html
https://www.city.nagasaki.lg.jp/sumai/630000/632000/p010379.html
https://www.city.nagasaki.lg.jp/sumai/630000/632000/p010405.html
https://www.city.nagasaki.lg.jp/sumai/630000/632000/p010399.html
https://www.city.nagasaki.lg.jp/sumai/630000/632000/p010403.html
https://www.city.nagasaki.lg.jp/sumai/630000/632000/p010233.html
https://www.city.nagasaki.lg.jp/sumai/630000/632000/p010142.html
https://www.city.nagasaki.lg.jp/sumai/630000/632000/p010408.html
https://www.city.nagasaki.lg.jp/sumai/630000/632000/p010252.html
https://www.city.nagasaki.lg.jp/sumai/630000/632000/p010203.html
https://www.city.nagasaki.lg.jp/sumai/630000/632000/p010184.html
https://www.city.nagasaki.lg.jp/sumai/630000/632000/p010242.html
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■親子向け施設（長崎市子育て応援情
報サイト「イーカオ」） 
↓紹介されている施設はこちら 
 
 

 長崎ペンギン水族館 
 あぐりの丘 
 長崎水辺の森公園 
 長崎市民の森 
 長崎県民の森 
 アイランド ナガサキ 
 高島飛島磯釣公園 
 長崎市科学館 
 長崎交通公園 

 
 

 長崎市恐竜博物館   
 
 
 

 中尾城公園（長与町） 
 諫早ゆうゆうランド 干拓の里 
 こどもの城 
 山茶花高原 
 長崎県立総合運動公園 
 （ちびっ子広場ほか） 
 諫早市 のぞみ公園 
 月の丘公園・月の丘温泉 
 長崎県立百花台公園（雲仙市） 
 こども未来館「おむらんど」（大村市） 
 琴平スカイパーク（大村市） 
 長崎バイオパーク

 

 

■nagasaki ebooks 

長崎県内の情報がそろう“電子書籍ポータルサイト”。 

■パパマママップ 

授乳室検索アプリ。 

■ご近所SNSマチマチ 

ご近所さんと町の子育て情報やオススメのお店、病院、イベントなど情報交換ができる掲示板。 

■バリアフリー対応施設 ＊長崎市公式観光サイト あっ！とながさき 

■長崎県子供の遊び場・子連れお出かけスポット|いこーよ 

■今日は子どもとドコに行こう？ comolib 

■長崎 Baby・Kids LOVERS塾 （Instagram） 

長崎を、もっと子育てが楽しい街に！をキャッチフレーズに長崎での子育て・親子でのお出かけ情報を発信。（長

崎市伝習所の R３年度塾） 

 

 

その他のお出かけお役立ちサイト 

長崎市内 

２０２１年１０月開館

 

長崎市外 

https://ekao-ng.jp/know/facilities/
https://ekao-ng.jp/know/facilities/
https://penguin-aqua.jp/
https://aguri-hill.com/
http://www.mizubenomori.jp/
http://taikenkan.net/
https://n-kenmori.jp/
https://www.islandnagasaki.jp/
http://www.tobishima.net/index.html
https://www.nagasaki-kagakukan.jp/
http://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/anzen-anshin/kotsuanzen/koutukoen/koen/
https://nd-museum.jp/
https://webtown.nagayo.jp/dynamic/info/pub/detail.aspx?c_id=29&id=27
https://webtown.nagayo.jp/dynamic/info/pub/detail.aspx?c_id=29&id=27
http://www.kantakunosato.co.jp/
http://www.city.isahaya.nagasaki.jp/cat_childcastle_c
https://sazanka-kougen.com/
http://nagasaki-park.jp/enjoy_c/
http://www.city.isahaya.nagasaki.jp/post44/21598.html
https://isahaya-skk.jp/onsen_facilities.html
http://hyakkadai.jp/
https://www.city.omura.nagasaki.jp/miraikan/kenko/kosodate/shienjigyo/miraikan.html
http://www.kinkaen.com/kotohira/
http://www.biopark.co.jp/
https://www.nagasaki-ebooks.jp/
https://mamamap.jp/
https://machimachi.com/
https://www.at-nagasaki.jp/barrierfree/list/
https://iko-yo.net/facilities?prefecture_ids%5b%5d=42
https://iko-yo.net/facilities?prefecture_ids%5b%5d=42
https://iko-yo.net/facilities?prefecture_ids%5b%5d=42
https://comolib.com/
https://www.instagram.com/nagasaki_baby.kids_lovers/
http://www.city.nagasaki.lg.jp/denshusho/juku_now_f.html
http://www.city.nagasaki.lg.jp/denshusho/juku_now_f.html
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■長崎市のプール 

 市民総合プール 
 市民神の島プール 
 小ヶ倉プール 
 網場プール 
 長崎東公園コミュニティプール 

 

■長崎市の体育館 
 市民体育館 
 諏訪体育館 
 深堀体育館 
 三重体育館 
 野母崎体育館 
 三和体育館 
 琴海南部体育館 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■長崎市内図書館・図書室 
 

 長崎市立図書館おはなし会 
 東公民館 おはなしのへや 
 西公民館 おはなしのへや～絵本で
子どもとのふれあいを～ 

 南公民館 えほんのじかん 
 三和公民館 おはなし会  

 ＊公民館だより参照 

 おはなし広場 ひなたぼっこ 
 桜馬場地区ふれあいセンター おひざ

で絵本、わらべうた・とっかんかんも

ベビー 

＊ふれあいセンターだより参照 

 MOCおはなし会「メトロ書店」 
 歴史文化博物館 はくぶつかんのお
はなしかい 

 ストーリーランド / Kwassui's 

International Library Storyland（活

水女子大学） 

 
 
■ブリックホール 
■チトセピアホール 
■長崎歴史文化博物館 
■長崎県美術館 
■ながさき文化のひろば ＊長崎市文化振興課 

 

 

 

プール・体育館 

図書館・図書室 

お話し会 

アート・博物館 

https://www.city.nagasaki.lg.jp/shimin/190001/194001/p009306.html
https://www.city.nagasaki.lg.jp/shimin/190001/194001/p009306.html
http://www.nagasaki-sogo-pool.org/index2.htm
http://www.kaminoshima-pool.com/
https://www.city.nagasaki.lg.jp/sisetsu/5050000/p011013.html
https://www.city.nagasaki.lg.jp/sisetsu/5050000/p011014.html
http://www.nagasaki-eastpark.jp/
https://www.city.nagasaki.lg.jp/shimin/190001/194001/p009306.html
https://www.city.nagasaki.lg.jp/shimin/190001/194001/p009306.html
http://ngs-shiminkaikan.jp/
https://www.city.nagasaki.lg.jp/sisetsu/5050000/p011016.html
https://www.city.nagasaki.lg.jp/sisetsu/5050000/p011017.html
https://www.city.nagasaki.lg.jp/sisetsu/5050000/p011018.html
https://www.city.nagasaki.lg.jp/sisetsu/5050000/p011020.html
https://www.city.nagasaki.lg.jp/sisetsu/5050000/p011021.html
https://www.city.nagasaki.lg.jp/sisetsu/5050000/p011022.html
https://lib.city.nagasaki.nagasaki.jp/itiran/itiran.html
http://lib.city.nagasaki.nagasaki.jp/kodomo/ohanashiibento/ohanashiibento.html
https://www.city.nagasaki.lg.jp/kosodate/520000/526000/p005270_d/fil/ohanasi-2.pdf
https://www.city.nagasaki.lg.jp/kosodate/520000/526000/p005343_d/fil/r3ohanasi.pdf
https://www.city.nagasaki.lg.jp/kosodate/520000/526000/p005343_d/fil/r3ohanasi.pdf
https://www.city.nagasaki.lg.jp/kosodate/520000/526000/p005330.html#reiwa2harunokouz
https://www.city.nagasaki.lg.jp/kosodate/520000/526000/p005359.html
https://ameblo.jp/hazenonamaehayosietyann/entry-12136835844.html
https://www.city.nagasaki.lg.jp/shimin/121000/121200/p031017.html
https://www.city.nagasaki.lg.jp/shimin/121000/121200/p031017.html
https://www.city.nagasaki.lg.jp/shimin/121000/121200/p031017.html
https://www.metrobooks.co.jp/moc/ohanasi/ohanasi.htm
http://www.nmhc.jp/kids/ohanashikai.html
http://www.nmhc.jp/kids/ohanashikai.html
https://www.kwassui.ac.jp/university/kouken/chiikirenkei.html
https://www.kwassui.ac.jp/university/kouken/chiikirenkei.html
https://www.kwassui.ac.jp/university/kouken/chiikirenkei.html
http://www.brickhall.jp/
https://www.chitosepiahall.com/
http://www.nmhc.jp/
http://www.nagasaki-museum.jp/
https://nagasaki-bunka.jp/
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■（一社）長崎市保育会 
加盟園のリンクページ、ファミリー

サポートなど。 

■（一社）長崎県助産師
会 
助産師による無料相談、開業助産

師の紹介ページなど。 

■（一社）ひとり親家庭
福祉会ながさき 
母子家庭・父子家庭の親と子、およ

び寡婦の明日への希望と幸せづく

りのために、みんなで協力しあう組

織。 

■長崎おもちゃ病院 
壊れたおもちゃを無料で修理する

ボランティア団体。 

 

 

 

■ 長崎リトルベビーの会
【Lino】 
2021年７月に設立した長崎県内

の早産児ママのためのサークル。 

■文教親子広場「この指とま
れ」＠長崎大学  
「未就園児を抱えている保護者が

集まれる場を」提供 

長崎大学教育学部幼稚園教育コ

ース3年生と森野准教授が様々な

工夫を凝らし運営。 

 
 
 
 
 
 
 

 
■ながさきかぞく ＊
NBC長崎放送 
地元長崎の結婚・出産・子育てに

関する報道、過去の放送視聴可。 

■子育てタクシー 
荷物の多い子ども連れの外出、

子どもだけの送迎などをサポート

するサービス。 

■Lovebaby〜ながさき
はじめて箱〜 ＊KTN 
特製「はじめてアルバム」など素

敵な品々をつめこんで赤ちゃんと

ママ、パパのはじめてを応援。 

■長崎市保育会ママの育
児ノート 

保育所ってどんなところ？はじめ

ての園生活などの案内

 

 

 

■長崎バス   
⚫  時刻・運賃検索  
⚫  路線図  
⚫  乗り方  
 
 
■長崎県営バス 
⚫  時刻・運賃検索   
⚫  路線図   
⚫  乗り方  
 
■長崎バスなび （アプリ） 
・長崎バスと県営バスの情報アプリ。バス停地図ピン

のタップ操作でバス会社の時刻表サイトに 

 

 

 

 

 

■長崎電気軌道（株）   
⚫ 時刻表  
⚫ 運賃  
⚫ 路線図  
⚫ 乗り方  

 

 

■低床車両運行情報ドコネ 
低床車両などの現在の走行位置を検索できます。 

 

団体・サークル・つどいの場 サービス他 

バス 

電車 

http://nagasakishihoikukai.jp/
https://www.nagasaki-midwife.org/
https://www.nagasaki-midwife.org/
https://www.nagasakishi-boshikai.jp/
https://www.nagasakishi-boshikai.jp/
https://nagasaki-toy-hospital.jimdofree.com/
https://nagasaki-toy-hospital.jimdofree.com/
https://www.instagram.com/nagasakilittlebaby_lino/
https://www.instagram.com/nagasakilittlebaby_lino/
https://ekao-ng.jp/oyako_ng_univ/
https://ekao-ng.jp/oyako_ng_univ/
https://ekao-ng.jp/oyako_ng_univ/
https://www.nbc-nagasaki.co.jp/nagasaki-kazoku/
https://www.nbc-nagasaki.co.jp/nagasaki-kazoku/
http://www.luckygroup.co.jp/services/child/
https://www.lovebaby.jp/
https://www.lovebaby.jp/
http://nagasakishihoikukai.jp/cp-bin/wordpress/wp-content/themes/hoikukai/pdf/mama_note.pdf
http://nagasakishihoikukai.jp/cp-bin/wordpress/wp-content/themes/hoikukai/pdf/mama_note.pdf
http://nagasakishihoikukai.jp/cp-bin/wordpress/wp-content/themes/hoikukai/pdf/mama_note.pdf
https://www.nagasaki-bus.co.jp/bus/
https://www.nagasaki-bus.co.jp/dia-search/index.php
https://www.nagasaki-bus.co.jp/bus/pdf/bus_map.pdf
https://www.nagasaki-bus.co.jp/bus/howto/index.html
https://www.keneibus.jp/
https://www.keneibus.jp/local/timetable/
https://www.keneibus.jp/local/routemap/
https://www.keneibus.jp/local/howtoride/
https://applion.jp/iphone/app/966458401/
https://www.naga-den.com/
https://www.naga-den.com/pages/9/
https://www.naga-den.com/pages/10/
https://www.naga-den.com/relays/download/9/1789/39/?file=/files/libs/1105/202109221644086042.pdf
https://www.naga-den.com/pages/653/
http://www.otter.jp/naga-den/sp/maps.php
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長崎大学 
教育学部 
附属幼稚園 

★園庭開放 
対象：５歳までの幼児（保護者の付き添い要） 
日時：13:00〜14:30 
内容本：園の園庭(雨天時は遊戯室)で 自由に遊ぶことができます。 
  
★ほしの子ランド 
対象：平成３１年４月１日生まれまでの幼児 ←R３年度現在＊お子様１人
につき、１人の保護者がついてください。 
内容：園内で在園時と交流します。事前申込要。 
 

長崎女子短
期大学附属
幼稚園 

★わくわくクラブ 
対象：0～3歳児 
日時：月曜日または木曜日の 10:00〜11:30頃まで ＊月に 2回程度 
費用：無料 
内容：手遊びや親子のふれあい遊びのほか、製作・戸外遊びなどのさまざまな
活動を本園の担当教諭と一緒に楽しんでいただけます。 
 

晧台寺 
幼稚園 
 

★園庭開放、おもちゃの広場 
日時：実施日は、ホームページを確認してください。10:00〜 
内容：木のおもちゃやボードゲームなどのおもちゃの広場、園庭開放を実施。 
 

諏訪 
幼稚園 

★園庭開放（諏訪の森であそぼう） 
日時：10:00〜11:30 ホームページの TOPページの「お知らせ」に園庭開放日時を随時公開。 
費用：無料 
内容：ワクワク制作・小麦粉粘土・ままごと・パズル・親子リズム＆ダンス・
絵本・手遊び・紙芝居 など。お遊戯室でのコーナー遊び、園庭での戸外遊び
もできます。駐車場あり。 
 

レデンプトール

幼稚園 

★子どものひろば 
日時：ホームページを確認してください。 

園庭開放は、毎週水曜日 10:30〜11:30 
費用：無料 
内容：歌をうたったり、絵本や紙芝居、園庭で遊ぶこともできます。 
 

 

日見 
幼稚園 

★子育て支援スペース「すまいる」 ＊トップ＞子育て支援スマイルへ
アクセス。 
対象：０歳〜未就園児のお子様 
日時：木曜日の 10:00〜12:00時を基本＊園行事等の都合により別の曜日になる場合も。 
費用：無料＊イベントの際には若干の費用あり 
内容：親子でゆったりと過ごしていただくことが目標の交流スペース。親子
６組まで。予約要。 

１ 幼稚園の子育て支援 

http://www2.edu.nagasaki-u.ac.jp/school/pre/support/files/R03_4.pdf
http://www2.edu.nagasaki-u.ac.jp/school/pre/support/files/R03_4.pdf
http://fuzoku-youchien.com/guide.html#wakuwaku
https://kotaiji.net/publics/index/32/
https://www.suwayouchien.jp/page0105.html
http://redenputoru.fem.jp/kodomohiroba.html
https://www.himi-you.com/
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あやめ東 
幼稚園 

★子育て支援 ほのぼの 
日時：10:00〜12:00 
日程につきましては、“ほのぼのスケジュール”やブログを確認。 
内容：子育て中のお母さん同士でおしゃべりや情報交換をする“しゃべろう
day”や、親子で楽しい一時を過ごす「親子ふれあいおあそび会」また、季
節の製作など。 

 

くるみ西 
幼稚園 

★未就園児教室 うさちゃんクラブ 
対象：幼稚園にはいる前のお子さんとそのお母さん 
日時：1回 1時間程度で月 1～2回 
費用：無料 
内容：専任の体操の先生や幼稚園の先生と体育遊び・製作遊びを中心に行い
ます。 
 

 

聖マリア 
幼稚園 

★おあそび教室 ゆうゆうひろば 
対象：未就園児とその保護者  
日時：10:00〜11:30 
＊実施日は、ホームページにて要確認 
費用無料 
内容親子遊び、体操、お話し、パネルシアターなど。  
広い園庭や楽しく遊べる保育室を開放しています。 

滑石中央 
幼稚園 

★園庭開放 
対象：親子 
日時：毎週木曜日 10:00〜12:00 
＊長期休暇(春・夏)…10:00〜12:00 

内容：親子で制作をしたり、自由に園庭・お部屋で遊べます。 
お母さん方同士の会話の場所でもあります。 
 
★子育て支援講座 
対象：在園児、未就園児対象 
日時：年に 4回ほど実施 
内容：専任の講師の先生により、親子体操や講話やお母さん方がリフレッシュ
できるような楽しい講座を実施。 
その都度、ホームページのブログにて講座を配信。 
保護者のみの教室時は、お子さまは専任の先生と遊びます。 

住吉 
幼稚園 

★未就園児お遊び教室「にこにこクラス」 
＊トップ＞未就園児お遊び教室へアクセス 
対象：2歳前後以上の就園前の幼児 
日時：月１〜２回（2021.12現在お休み中） 
費用：無料 
内容：紙芝居やパネルシアターを見たり、工作あそびをしたり、手遊びや体
操をしたりして楽しく過ごします。 
＊トップ＞見学・園庭開放へアクセス 

https://www.ayame-east.com/page0104.html
https://www.ayame-east.com/img/410.pdf
https://www.kurumiyouchien.com/kuruminishi/publics/index/29/
https://seimaria.net/youti/pdf/20211112135125.pdf
http://www.shotokuji.com/nameshichuo/support
http://www.shotokuji.com/nameshichuo/support
https://sites.google.com/site/sumiyoshiyouchien/
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月～土曜日の朝から夕方の時間、園庭が開いている間はいつでも自由に砂場
や固定遊具などで遊べます。 

大園 
幼稚園 

★未就園児教室「トン！トン！トン！」 

対象：未就園児とその保護者 
日時：月に２回程度 火曜日に実施 10：00〜11:30 
＊実施日はホームページで確認してください。 
費用：無料 
内容：園庭や室内での自由遊び、季節の製作、体操やダンス、紙芝居や絵本
を楽しみます。お子様のペースに合わせて、ゆっくりお過ごしください。 
事前の予約をお願いします。 

くるみ北 
幼稚園 

★未就園児教室 うさちゃんクラブ 
対象：幼稚園にはいる前のお子さんとそのお母さん 
日時：1回 1時間程度で月 1～2回 
費用：無料 
内容：専任の体操の先生や幼稚園の先生と体育遊び・製作遊びを中心に行い
ます。 

みやま 
幼稚園 

★あそびのひろば 
対象：未就園児とその保護者（年齢は問いません） 
日時：基本的には毎週月曜日を予定しています。 
（詳しい期日は、ブログをご覧になるか、園の方までお問合せください） 
10:00〜12:00 
費用：無料 
内容：未就園児とその保護者の方に幼稚園であそんでいただくおあそび会。 

 

小ヶ倉 
幼稚園 

つぼみクラブ（未就園児クラス） 
＊トップ＞つぼみクラス【未就園児クラス】へアクセス。 
対象：幼稚園に入る前の小さいお友達(０歳～入園前まで) 
日時：スケジュールはホームページ要確認。 
＊活動日→９：３０～登園 １０：００～１１：００活動（製作や運動遊
びなど） 
＊園庭開放日→９：３０～１１：３０園庭で自由遊び ※雨天時は園庭が
使えないため中止 

費用：無料 
内容：活動日は、お部屋の中で、製作活動やダンス、親子で触れ合い遊びな
どをします。園庭開放日は、園庭で砂場や三輪車などを使って自由に遊ぶこ
とができます。 

深堀純心 
幼稚園 

★園庭開放 
＊トップ＞園庭開放へアクセス。 
日時：スケジュールはホームページ要確認。 
10:30〜12:00費用：無料 
内容：お家でもできるモンテッソーリ。子どもの発達を助ける「教具」を使
って親子で活動、子育てのお悩み相談、園庭・ホールでの自由遊び。 

おおとり 
幼稚園 

★園内開放 
日時：スケジュールはホームページ要確認。 
費用：無料 

 

http://www.oozonoyouchien.jp/ichigo/
https://www.kurumiyouchien.com/kurumikita/publics/index/26/
https://www.miyamayouchien.com/page0104.html
http://kogakura-youchien.a.la9.jp/
http://kogakura-youchien.a.la9.jp/
http://www4.cncm.ne.jp/~fukajun6-9m.r/
http://www4.cncm.ne.jp/~fukajun6-9m.r/
http://www5.cncm.ne.jp/~ohtori-k.g/sp/index.html
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若宮 
保育園 

★園内開放 

日時：月２回 9:30〜10:30 
内容：園内無料開放。保護者と一緒に園内体験。 

長照寺 
保育園 

★育児講座  子育てに役立つ情報や楽しい話。 
 
★らっこくらぶ  園開放・子育て広場（10:00〜11:00） 
 
★育児相談  子育てについての悩み（秘密厳守） 
 
★プレママクラブ 赤ちゃんの初期の関わり方について 

桐ノ木 
保育園 

★育児相談 
子育てで不安や悩みをお持ちの方、1人で考えないで、 
いつでもお電話、または メールで。 

たんぽぽ
保育園 

★園開放 
保育園に入っていないお子様と保護者を対象に、月２回、同年齢児のクラス
に入り、保育園児と一緒に１時間の保育を体験。 
 
★子育てサロン 
保育園に入っていないお子様と保護者を対象に、保育園の給食を味わって頂
きながら、子育てを楽しく語り合います。 
食後に保育士と親子で簡単な遊びをします。 

恵愛 
保育園 

★園開放 
日時：毎月第 1.2.3火曜日 9：30～11：00 
内容： 助産師による子育て相談、ママヨガ、リトミック＆ベビーマッサー
ジ、スタイ作り、写真アート、季節の製作、親子ふれあい遊び、マママーケ
ット、水あそびなど。 
現在はコロナ禍のため中止中。 
かわりにオンライン(YouTube）で園開放を発信中です。 
インスタグラム、ブログで情報発信中です。 

 

 

おひさま
保育園 

★子育て支援事業（園庭開放、子育て相談など）      
 

教宗寺 
保育園 

★地域子育て支援 のびのび広場 
対象：未就園児（幼稚園・保育園に行っていないお子様）と保護者 
日時：毎月１回 金曜日 10:00〜11:30 
（保育園の行事の都合によりお休みまたは、日程変更の時もあります。） 
費用：無料 

２ 保育所の子育て支援 

http://www.wakamiya-hoikuen.net/
http://www1.cncm.ne.jp/~choshoji/kosodate.html
http://www1.cncm.ne.jp/~choshoji/kosodate.html
http://www1.cncm.ne.jp/~choshoji/kosodate.html
http://www1.cncm.ne.jp/~choshoji/kosodate.html
http://www.kirinoki-hoikuen.com/
http://tanpopo-hoikuen.cute.coocan.jp/p1s3.html
http://tanpopo-hoikuen.cute.coocan.jp/p1s3.html
https://www.keiai-nagasaki.com/
https://www.instagram.com/nagasaki_keiaihoikuen/
https://www.keiai-nagasaki.com/
https://www.nagasaki-ohisama.net/
https://kyousouji-hoikuen.net/support.html
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内容：園庭とおゆうぎ室を利用して、色んな体験ができる場、子育て情報交
換の場、親子がのびのび遊べます。 
育児に対する不安、悩みなど、ご相談もできます。 

ひよこ 
保育園 

★ひよこのおにわ 

対象：０歳児〜５歳児までのお子様とお母さん 
日時：毎週月曜日 10:00〜11:30  

 

 

日吉 
幼児園 

★園庭開放 
日時：月曜〜金曜日の晴れた日。時間等は、お尋ねを。 
 
★子育て相談 
子育てに関する悩み、心配事、不安、離乳食等どんな事でもありましたら、
ご相談ください。 

ロザリオ
保育園 

★園庭開放 
日時：第１・３木曜日（午前 9:30～11:00） 
＊事前に申込要 

こばと 
保育園 

★園庭開放 

香焼保育所 
ふるさと 

★園庭開放（おひさま広場） 
★子育て相談、交流 
★行事、育児講座 

 

 

親愛園 ★園庭開放 

小江原 
保育園 

★地域子育て支援センター 

友愛富士見町

保育園 

★いちごグループ（親子保育所体験） 
★育児講座 
★育児相談 
 

出津 
愛児園 

★子育て支援事業（小規模型） 
園庭、室内開放（午前中） 

黒崎聖母
保育園 

★子育て支援センター つばめサークル 
トップ＞園つばめサークルだよりへアクセス。 
日時：月曜日・火曜日・水曜日 10:00〜15:00 

 

  

https://www.hiyoko1997.net/pdf/kaiho.pdf
https://www.hiyoshi-kids.com/page0104.html
https://www.hiyoshi-kids.com/page0104.html
http://www.smrosary.jp/index.html
https://www.kobato-hoiku.jp/info.html
https://www.foryou-kouyagi.or.jp/
https://www.foryou-kouyagi.or.jp/
https://www.foryou-kouyagi.or.jp/
http://www.m-caritas.jp/shinaien/
http://www.koebaru-hoikuen.net/syoukai.html
https://youai-fujimihoikuen.com/pages/28/
https://youai-fujimihoikuen.com/pages/28/
https://youai-fujimihoikuen.com/pages/28/
https://www.shituaijien.net/gaiyou.html
https://www.kurosaki-seibo.com/
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にしやま
保育園 

★園庭開放 日時：毎週木曜日 9:30〜11:00で（無料） 
 
★育児相談 内容：電話、来園によりお気軽にご相談ください（無料） 

もとお 
保育園 

★園庭開放 日時：毎週水曜日 9:00〜11:00まで（無料） 
 
★育児相談 内容：電話、来園によりお気軽にご相談ください（無料） 

さくら 
保育園 

★園庭開放 日時：毎週金曜日 9:00〜11:00まで（無料） 
 
★育児相談 内容：電話、来園によりお気軽にご相談ください（無料 

みはら 
保育園 

★園庭開放 日時：毎週金曜日 9:00〜11:00まで（無料） 
 
★育児相談 内容：電話、来園によりお気軽にご相談ください（無料） 

うみのほし
保育園 

★子育て支援事業（たんぽぽ広場 2021．12現在、休止中） 
未就園児親子が在園児、又親同士の交流を通して健やかに育ちあう場。 
内容：行事への参加、クッキング、園庭解放。 

滑石 
保育園 

★育児相談 
内容：子育てで不安や悩みをお持ちの方、1人で考えないで、 
いつでもお電話、または E-mailにてご相談下さい。 

滑石センター

保育園 

★園庭開放 
日時：毎日（10:00〜11:00）は園庭で自由に遊ぶことができます。 
事前に連絡下さい。 

長崎北 
保育園 

★園庭開放 
日時：毎週水曜日 

山里平和
保育園 

★園庭開放 わくわく広場 
日時：水曜日 ９:45〜11:00（スケジュールをブログで更新） 
＊育児相談も受付中。 

 
  

http://www.yuuwakai.or.jp/nishiyama-hoikuen/introduction/
http://www.yuuwakai.or.jp/nishiyama-hoikuen/
http://www.yuuwakai.or.jp/motoo-hoikuen/introduction/
http://www.yuuwakai.or.jp/motoo-hoikuen/introduction/
http://www.yuuwakai.or.jp/sakura-hoikuen/introduction/
http://www.yuuwakai.or.jp/sakura-hoikuen/introduction/
http://www.yuuwakai.or.jp/mihara-hoikuen/introduction/
http://www.yuuwakai.or.jp/mihara-hoikuen/introduction/
http://www.uminohoshiho.jp/about.html
http://www.nameshi-hoikuen.com/
https://www.nameshi-centerhoikuen.com/page0101.html
https://kitahoikuen.com/features/
http://www.yamazatoheiwa.jp/enteikaihou.html


 - 18 - 

   
■ 長崎市あじさいコール 子育て支援センター以外に、親子で遊べる常設の場所はありませんか？ 

 

長崎市立認定こども園

長崎幼稚園 

 

★子育て支援室「にこにこ長幼っこ」 
対象：0歳から就学前までのお子さんとその保護者 
日時：火曜日 10:20〜11:20(園の行事や天候などで開設できない日もあります)  
内容：遊戯室や園庭での自由遊びや製作など 

 

幼保連携型認定こども園 

聖母の騎士幼稚園 

★子育て支援センター「スマイル」 
＊トップ＞「子育て支援」へアクセス。 
日時：火・水・木曜日 １０：００～１３：００ 
費用：1組１００円 ＊駐車場あり 
 
★おあそび会（未就園児対象園庭開放） 
＊トップ＞「子育て支援」へアクセス。 
日時：１０：１５～１１：３０ ＊月１～２回 
費用：１組１００円 ＊駐車場あり＊送迎バスあり 

幼保連携型認定こども園 

愛宕ピノキオこども園 
★子育て支援「ぽかぽか」 
日時：月・水・金曜日 10：00 ～ 11：30※内容については要電話確認。 

ざぼんちゃん浜町 
認定こども園 

詳細につきましては、園にお尋ねください。 
＊ざぼんちゃん浜町認定こども園 ホームページ 

幼保連携型認定こども園 

大浦保育園 

★育児相談 
子育てで不安や悩みをお持ちの方、1人で考えないで、 
いつでもお電話、または E-mailにてご相談下さい。 

幼保連携型認定こども園 

くるみ幼稚園 

★未就園児教室 うさちゃんクラブ 
対象：幼稚園にはいる前のお子さんとそのお母さん 
日時：1回 1時間程度で月 1～2回 
費用：無料 
内容：専任の体操の先生や幼稚園の先生と体育遊び・製作遊びを中
心に行います。 

認定こども園 
大浦信愛幼稚園 

★つぼみ組 
対象：０〜１歳の乳児と保護者 
日時：毎週水曜日 10:00〜11:30  
費用：無料 
内容：歌やリズムに合わせて、親子でたくさん触れ合いながら楽し
く遊びましょう。 
★たんぽぽ組  
対象：２歳〜就園前の幼児と保護者 
日時：毎週火曜日 10:00〜11:30 
費用：１回 100円 

内容：教材、教具で自由遊び、楽しいゲームやお話、製作、誕生
会、パネルシアターなど。 

３ 認定こども園の子育て支援 

http://city.nagasaki.ajisai-call.jp/faq/show/1688?category_id=150&site_domain=default
http://city.nagasaki.ajisai-call.jp/faq/show/1688?category_id=150&site_domain=default
https://www.nagasaki-city.ed.jp/nagasaki-k/pta/
https://www.nagasaki-city.ed.jp/nagasaki-k/pta/
https://seibonokishi-youtien.jimdofree.com/
https://seibonokishi-youtien.jimdofree.com/
https://seido-kai.com/base/atago-pinokio/
https://zabonchan.com/
http://www.ohura-hoikuen.com/
https://www.kurumiyouchien.com/publics/index/22/
https://ooura-shin-ai.com/page0104.html
https://ooura-shin-ai.com/page0104.html
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認定こども園  
桜町保育園 

子育て支援 koco♡color 
桜町保育園子育て支援室/シビックホール/子育て支援センターみな
みにて、発達を促すベビーマッサージ/小児タッチケア/子育て相談/
こどもアトリエ/子育て支援講座を実施。 

 

幼保連携型認定こども園 

長崎純心大学附属
純心幼稚園 

子育て応援部 

★園庭開放 
★ベビーマッサージ 
★バンビ組 
★てんし組 
＊詳細（対象・日時・内容）はホームページをご確認ください。 
＊LINE＠のお友だち登録もよろしくお願いいたします。 
 
 

認定こども園  

みのりが丘幼稚園 

★子育て広場 ＊トップ内の画面右 facebookへアクセス。 
対象：未就園児のお子様と保護者 
日時：ホームページ（facebook）で確認してください 
内容：自由遊び、園庭の遊具遊びや製作など 

認定こども園  

女の都幼稚園 

★さんぽみち 
＊トップ＞「子育支援」へアクセス。 
対象：0～3歳のお子さんのいるご家庭 
日時：主に月、火、木、金曜日 9:00〜11:30 
費用：１００円／日 
内容：外でたくさん遊んで、食べて、寝て、大きくなろう！子育て
支援の部屋を開放中。 

認定こども園  

百合幼稚園 

★ちびっこひろば（未就園児対象園庭開放） 
対象：1歳～就園前 
日時：毎週月・水・金 10:15～11:30 （申込は随時） 
費用：100円（保育代、おやつ代） 
内容：主に園庭開放、親子のふれあい、同年齢、異年齢とのふれあ
い。絵本の読み聞かせ、手遊び・おやつ・子育て相談、必要に応じ
て家庭訪問実施。 
★こひつじひろば 
対象：未就園児（2・3・4歳児）とその保護者 
時間：10：00～11：30 
費用：100円（保険料） 
内容：園の先生と触れ合いながら、親子体操や製作遊び、手遊びや
ダンス・リズム遊び、また、絵本の読み聞かせやパネルシアター、
季節の行事などを行い、楽しく遊びつつ、園生活の雰囲気にふれて
います。 

認定こども園  

富士幼稚園  
コスモス保育園 

★子育て支援「にこにこひろば」 
対象：子育て中の方ならどなたでも参加できます。日時：毎週日
時：月・水・金曜 10:00〜12:00 
費用：無料 
内容：園庭開放、親子登園、育児相談 
 

https://kococolor.jimdofree.com/
https://youchien.n-junshin.ac.jp/support/
https://youchien.n-junshin.ac.jp/support/
https://youchien.n-junshin.ac.jp/support/
https://youchien.n-junshin.ac.jp/support/
https://www.minorigaoka.jp/
https://www.minorigaoka.jp/
https://manabihiroba0.jimdofree.com/
https://yurikindergarten.com/page0104-3.html
https://yurikindergarten.com/page0104-5.html
https://fuji-cosmos.com/support/
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長崎南山認定
こども園 

★未就園児のための園庭開放「ファミリーランド」 
※子育て支援情報の最新の情報は『こども園からのお知らせ』に掲
載しております。 
対象：未就園児 
日時：原則として毎週火曜日 ９:45〜11:00（休日、お盆、正月を除く） 
費用：１回目は無料で体験できます。２回目の利用時に会員申し込
み（随時受付）をし、会費５００円を納めて下さい。 
その都度の利用は無料です。 
内容：保護者の責任において親子が安心して遊べる場を提供しま
す。 
 

住吉こども園 

★土曜日園庭開放「ふれあい広場」 
対象：就学前のお子様とその保護者 
日時：土曜日 9:30〜11:30 
費用：無料 *定員は、１回５組まで 
内容：園庭開放：こども園のこどもたちと遊んでみませんか？ 
育児相談：保育教諭、看護師、栄養士等こども園の専門スタッフに
より、育児・健康・食育に関する相談を受付中。 
 

青山こども園 

子育て支援として、当園施設を利用したさまざまな保育や支援

を行っております。（学童保育など） 

 

幼保連携型ローザ認

定こども園 

★園庭開放 
日時：毎週月曜（祝祭日の場合はお休み） 10:00〜11:30 
＊雨天の時は室内あそび等をします。（予約は不要） 
 

葉山こども園 

★園庭開放 
随時開放しております 来園の際は事務室をお尋ねください 
★子育て相談 
子育てのお悩みについて、電話にてお受けします。  
 

ざぼんちゃん浦上
認定こども園 

詳細につきましては、園にお尋ねください。 
＊ざぼんちゃん浦上認定こども園 ホームページ 
 

聖アントニオ 
幼稚園 

★親子ひろば”エンジェル” 
対象：1歳から 3歳の未就園の子どもと保護者 
日時：木曜日 10：00～12：00 
内容：モンテッソーリ環境で過ごすことが出来ます。 
お天気の日には園庭遊び、お砂場遊びも大人気。 
最終木曜日はお楽しみ会。例えば、セイハ親子英語で遊ぼう、自然
体験活動、クッキング、体操やプールなど。 
 
 
 
 

https://www.nagasakinanzan2.ed.jp/kg/support/#main
https://www.nagasakinanzan2.ed.jp/kg/support/#main
https://www.nagasakinanzan2.ed.jp/kg/news/
http://www.sumikodo.jp/page6
https://aoyama-hoikuen.com/pages/19/
https://aoyama-hoikuen.com/pages/19/
http://www.roza.jp/about.html
http://www.ng-hayama.jp/page3
http://www.ng-hayama.jp/page3
https://zabonchan.com/
http://antonio-youchien.com/mishu/index.html
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認定こども園  

長崎信愛幼稚園 

★信愛ひろば（園庭開放） 
対象：0歳～就園前 
日時：毎週木曜日 10:00〜11:00 
内容：広い園庭！きれいな砂場「かわいい遊具」たくさんあります。
雨天中止。 
★つぼみ組 
対象：０、1歳 ＊月に３回程度 
日時：火曜日 10:00〜11:00 
定員：１日 10組 
費用：無料 
内容：親子遊び・育児の情報交換・絵本・おもちゃ作り・ベビーア
ロママッサージ・その他。事前予約要。 
 
★ひよこ組 
対象：２歳〜入園まで 
日時：水曜日 9:30〜10:15、10:30〜11:15 2部制 
費用：無料 
内容：ヒラキダ親子体操・製作活動・絵本・モンテッソーリ教具の
提供・キッズアロママッサージ・その他。事前予約要。 

認定こども園  

キンダーフィールド 

★りすぐみ 
日時：毎週月・水・金曜日 10:00〜11:00 ＊完全予約制 
内容：親子で楽しめるレクレーションやリズム遊び。折り紙や簡単
なおもちゃ作り、絵本の読み聞かせほか。 

赤迫こども園 

★ワクワクひろば 
対象２歳児以上 
日時 10:00〜11:00 
内容リトミックス、季節に合わせた工作、絵本・紙芝居の読み聞か
せなど。要事前申し込み。 
 
★ママ会 
対象：0、1歳児対象 
時間：10:00〜11:00 
内容：ベビーマッサージ、ふれあい遊び、離乳食の試食会、絵本の
読み聞かせなど。要事前申し込み。 

バンビーノ 
こども園 

詳細につきましては、園にお尋ねください。 
＊バンビーノこども園のホームページ 

 

幼保連携型 

認定こども園   
ひかり幼稚園 

★ひかりのびのびひろば&なかよしひろば（園庭開放） 
日時：毎週月曜日・水曜日 10:30〜12:00 
費用：無料 
内容： 
【ひかりのびのびひろば】 
晴れの日は親子で園庭で自由に遊んでいただけます。屋外のみの活
動となります。雨の日は中止します。 
【ひかりなかよしひろば】 ＊2021年 12月現在、しばらくの間中止します。 

親子で製作、歌あそび、運動あそび、絵本の読み聞かせなどをし
て、先生と一緒に遊びます。 

https://www.nagasaki-shin-ai.com/page0104.html
https://www.nagasaki-shin-ai.com/page0104.html
https://www.nagasaki-shin-ai.com/page0104.html
http://smilekinder.itigo.jp/2021.9.27kosodate.pdf
https://akasakokodomoen.jp/pages/18/
https://akasakokodomoen.jp/pages/18/
https://bambino-hoikuen.jp/
https://hikari-youchien.jp/pages/95/
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幼保連携型 

認定こども園  

第二 
ひかり幼稚園 

★にこにこクラブ 
日時：毎週月曜日・水曜日 10:30〜12:00 
費用：無料 
内容：みんなで一緒に歌を歌ったり、制作をしたり、園庭の遊具で
遊んだり。保護者の交流の場としてもお楽しみいただけます。事前
予約不要。 

認定こども園  

いなさ幼稚園 

★ことりぐみ未就園児クラス 
※「子育て支援」ページ内の PDFに予定を記載。 
日時：詳しくは、ホームページを確認してください。 
内容：好きな遊び（室内遊び、わらべうた、外遊びなど）、季節に
ちなんだ製作遊び、夏は水遊びなども。 
＊新型コロナウィルス対策のため、1日 3組 
★訪問育児相談 

認定こども園  

長崎小鳩幼稚園 
長崎小鳩保育園 

★子育て教室 たまご組 
対象：未就園児のお子さん 
日時：毎月 2回程度(原則、火曜日)10時〜 
内容：子育て教室を開催。長崎小鳩幼稚園の子育て支援室で行って
おります。 お母さん方の子育てのお悩みやご相談も受け付けしてお
ります。 

認定こども園  

中央こども園 

★子育て支援センター ひまわり広場 
日時：毎週 火・水・木曜日 10:00～15:00 
費用：無料 
内容：お部屋や園庭で自由に遊ぶことができます。 
たくさんの絵本やおもちゃがありますので親子で楽しく参加できます。 
事前予約要。駐車場あり。 

幼保連携型 

樫山認定こども園 

★親子であそぼうよ会（子育て支援事業） 
日時：原則的に金曜日 
費用：無料 
内容：該当する年齢のクラスで園児と同じ遊びや教育を体験。 
参加申し込みは電話で。 

幼保連携型 

認定こども園  

福田こども園 

★園庭開放 
対象：保護者同伴の 0歳～6歳の乳幼児 
日時：毎週火、水、木曜日 10：00〜11：00 
＊事前連絡要 

認定こども園  

友愛社会館幼稚園 

★おあそび会 
対象：入園前のおともだち 
日時：毎月 3回程度 月曜日 10:00〜11:15 
費用：無料 

花園こども園 

★子育て支援教室『たんぽぽハウス』 
＊トップページの下の「たんぽぽハウスだより」を参照。 
日時：ホームページでご確認ください。 9:30〜11:00 
費用：無料 
内容：園庭で砂場遊び、三輪車等の乗り物遊び。ジャングルジムな
どでの大型遊具遊び。 
ホールでベビーマッサージ、手作りおもちゃで遊んだり、滑り台等
の大型遊具遊び。年齢・月齢に合わせて親子で自由に遊べます。要
予約。 

https://hikari-youchien.jp/pages/150/
http://r.goope.jp/inasa-youchien/free/kosodate-shien
http://r.goope.jp/inasa-youchien/free/kosodate-shien
https://www.facebook.com/pg/nkobato1555/services/?ref=page_internal&service_id=1083488111753388
https://chuo-kodomoen.jp/pages/31/
http://kasiho.net/asobou.php
http://sanwafu.com/support/
http://yuai-kg.com/hp_before.php
http://tateiwa-hoikuen.net/
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幼保連携型認定こども園  

三京えのきこども園 
★子育て支援「こやぎひろば」 

あぜかりこども園 
★園開放 
子ども同士、親同士の交流の場として定期的に園を開放していま
す。 

 

 

認定こども園  

天童幼稚園・
天童保育園 

★ピヨちゃんルーム 
＊トップ＞子育て支援へアクセス。 
対象：３歳未満児 
日時：月・水・木曜日（祝日はお休み） 10:00〜12:00 
内容：幼稚園に入る前の子どもたちのクラスです。 
親子でお楽しみください。園庭開放や室内遊び。 
 

幼保連携型認定こども園  

かき道ピノキオ 
こども園 

★子育て支援「ひだまり」 
日時：月、水、金曜日 9:00～11:30   
 

認定こども園  

聖母の騎士 
東長崎幼稚園 

★子育て支援センター「あごら東望」 
対象：0歳〜６歳までの乳幼児とその保護者 
日時：毎週火・木・金曜日（祝日 お盆 年末年始はお休み」 
9:30〜13:30 
費用：1日 1組 100円 
内容：幼稚園施設の保育室や園庭で、自由に遊具やおもちゃなどを
使って親子で過ごします。毎回幼稚園の専任の保育士が常時してお
り、AM11：30から 30分程度、お製作や手遊び、絵本の読み聞
かせなど。 

認定こども園 矢上

幼稚園・こもれび

nursery 

詳細につきましては、園にお尋ねください。 
★子育て支援すくすくひろば 

 

 

 

 

幼保連携型 

認定こども園  

とまちこども園 

★子育て支援『お遊びひろば』 
対象：未就園児の親子 
場所：とまちこども園、戸町ふれあいセンター、新戸町公民館 
内容：子育て家庭の交流の場として、おしゃべりをしたり、情報
を交換したり、遊んだりしながら、同じ子育て家庭として悩みを
共有するなど、保護者同士のつながりを応援します。 
また、育児に不安がある方は、とまちこども園の相談役へお気軽
にご相談ください。 

http://enokihoikuen.info/nyuuenhouhou/
http://www.azekari-kodomoen.net/nyuen/
http://www.tendouyouchien.com/
https://seido-kai.com/base/pinokio-kakido/
http://www.seibohigashi.com/kosodate.html
https://blog.goo.ne.jp/s49june2
http://www.gounkai.or.jp/tomachi/
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幼保連携型 

認定こども園  

さくら幼稚園  
さくらんぼ保育園 

★子育て支援センター はるる 
対象：妊婦の方、まだ幼稚園・保育園に行っていないお子様と保
護者 
日時：月・水・金曜日 10:00〜12:00 
費用：無料 
内容：自由に遊んだり、育児の話をしたりなど、お子様の子育て
に関する情報交換・子育ての悩み相談・お友達づくりの場として
開放しています。園庭開放は、月 1回開催。 

幼保連携型 

認定こども園  

三和幼稚園 

★未就学児教室 うさちゃんくらぶ・プレイルーム 
対象：0歳〜3歳親子 
費用：無料 
参加を希望される方は、事前にお知らせください。 
【うさちゃんクラブ】 
簡単な運動遊びやリズム遊びを中心に、絵本・紙芝居の読み聞か
せやパネルシアターを見たり、ふれあって遊んだりします。 
【プレイルーム】 
おもちゃや絵本が充実した専用のお部屋や園庭で自由に遊んだ
り、絵本・紙芝居の読み聞かせ、親子でふれあい遊びなど。 
★三和幼稚園 新地サテライト 
「プレイルーム」 
対象：0～3歳の親子 
日時：要確認 
内容：おもちゃや絵本が充実した専用のお部屋で自由に遊んだ
り、絵本・紙芝居の読み聞かせ、親子でふれあい遊びなど。  

認定こども園  

かがやき 

 
詳細につきましては、園にお尋ねください。 

深堀こころ 
こども園 

★のびのびランド(園庭開放) 
対象未就園児のお子様と保護者様 
日時 11:00〜11:45 
費用無料 
内容園のホールや園庭を使って、ゲームや制作活動、リズム遊
び、簡易アスレチックなど親子で楽しめる活動を行っています。 

菜の花 
こども園 

★園庭開放 
★おうちでできる遊び 

幼保連携型 

認定こども園  

椿が丘こども園 

★子育て支援センター 
開催日月〜金曜日 10:00〜12:00 
利用料無料 
外遊びや、園児との交流・折り紙・リズム運動・音楽・砂遊び・
泥遊び・夏はプール・お散歩など。 
また給食試食体験ができます。(予約は、３日前までに。) 
２回目までは、無料。 
３回目利用以降は、一人３００円。 

 

  

https://iwaguchigakuen.com/haruru/
http://www.sanwa.ed.jp/usachan/
http://www.sanwa.ed.jp/satellite/index.html
http://www.sanwa.ed.jp/satellite/index.html
http://www.sanwa.ed.jp/satellite/index.html
http://fukahori-youchien.ed.jp/mishuen2.html
https://www.nanohana477.com/
https://www.nanohana477.com/class.html
http://www.tsubakigaoka-ho.com/support/index.html
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園名 住所 連絡先 

長崎女子短期大学附属幼稚園 弥生町 19-2 823-7981 

晧台寺幼稚園 寺町 1-1 822-9263 

諏訪幼稚園 上西山町 18-1 824-7583 

レデンプトール幼稚園 愛宕 4丁目 3-2 822-8801 

 

 

園名 住所 連絡先 

日見幼稚園 網場町 432 839-4510 

あやめ東幼稚園 戸石町 1476-13 830-1900 

 

 

 

園名 住所 連絡先 

長崎大学教育学部附属幼稚園 文教町 4-23 819-2288 

聖マリア幼稚園 若草町 6-5 844-2667 

滑石中央幼稚園 滑石 4丁目 1396-42 856-2031 

住吉幼稚園 千歳町 15-19 844-1760 

大園幼稚園 滑石 6丁目 13-７ 856-2807 

くるみ北幼稚園 横尾 4丁目 1-30 857-5923 

みやま幼稚園 滑石 3丁目 19-50 856-2889 

 

 

園名 住所 連絡先 

高島幼稚園 高島町 2709-11 896-2075 

小ヶ倉幼稚園 小ヶ倉町 1丁目 570-1 878-7656 

深堀純心幼稚園 深堀町５丁目 291 871-3426 

おおとり幼稚園 深堀町 1丁目 293-５ 871-1775 

  

園名 住所 連絡先 

くるみ西幼稚園 大浜町 298 865-1364 

１ 幼稚園一覧 

http://fuzoku-youchien.com/
https://kotaiji.net/smarts/index/24/
https://www.suwayouchien.jp/
http://redenputoru.fem.jp/
https://www.himi-you.com/
https://www.ayame-east.com/
https://www2.edu.nagasaki-u.ac.jp/school/pre/
https://seimaria.net/youti/
http://www.shotokuji.com/nameshichuo/
https://sites.google.com/site/sumiyoshiyouchien/
http://www.oozonoyouchien.jp/
https://www.kurumiyouchien.com/kurumikita/
https://www.miyamayouchien.com/
http://kogakura-youchien.a.la9.jp/
http://www4.cncm.ne.jp/~fukajun6-9m.r/
http://www5.cncm.ne.jp/~ohtori-k.g/sp/index.html
https://www.kurumiyouchien.com/kuruminishi/publics/index/0/
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園名 住所 連絡先 

伊良林保育所 中川 1丁目 11-17 823-3366 

中央保育所 諏訪町 9-22 821-6736 

緑ヶ丘保育所 館内町 5-24 822-9351 

仁田保育所 稲田町 12-22 822-7045 

しらゆり保育園 筑後町 3-31 824-5522 

お告げの聖母保育園 中町 1-7 823-1810 

友愛八幡町保育園 八幡町 3-5 822-5079 

若宮保育園 伊良林 2丁目 15-43 825-7299 

長照寺保育園 白木町 10-21-10 821-5283 

慈光保育園 鍛冶屋町 5-74 822-7877 

小島保育園 上小島 4丁目 4-15 827-5855 

田上保育園 田上 1丁目 17-20 827-1511 

星座保育園 江戸町 7-6 823-8925 

大浦児童園 日の出町 1-24 822-8082 

桐ﾉ木保育園 出雲 1丁目 4-1 822-4982 

たんぽぽ保育園 出雲 3丁目 1-39 827-8554 

聖徳保育園 銭座町 4-59 845-8699 

ほほえみ保育園 魚の町 6-20-7 811-0500 

アルムの風保育園 魚の町 1-23-107 829-2272 

恵愛保育園 下西山町 2-79 826-8888 

 

園名 住所 連絡先 

放光保育園 古賀町 849-3 839-7944 

戸石保育園 戸石町 1263-2 830-2003 

おひさま保育園 東町 1953-4 837-0012 

日見保育園 網場町 454 838-2092 

教宗寺保育園 矢上町 41-8 838-3533 

つばさ保育園 宿町 150-1 839-0283 

ひよこ保育園 中里町 1594-5 838-3200 

結宅保育園 矢上町 34-7 894-8738 

TONTON輝保育園 平間町 693-10 839-1898 

２ 保育所一覧 

https://shirayuri-nagasaki.com/
https://otsugenomaria.jp/ho/
https://youai8.com/
http://www.wakamiya-hoikuen.net/
http://www1.cncm.ne.jp/~choshoji/
https://jikohoikuen.jp/
http://www.koshima.or.jp/
https://www.tagamihoikuen.com/
https://www.seizahoikuen.com/
http://ourajidou.hoikuen.to/top.php
http://www.kirinoki-hoikuen.com/
http://tanpopo-hoikuen.cute.coocan.jp/
http://www.shotokuji.com/shotoku/
https://www.hohoemihoikuen.com/
http://blog.goo.ne.jp/arumunokaze
https://www.keiai-nagasaki.com/
https://hoko.ed.jp/
https://toishiwp.sakura.ne.jp/wp/
https://www.nagasaki-ohisama.net/
https://kyousouji-hoikuen.net/
http://oozora.main.jp/pg59.html
https://www.hiyoko1997.net/
http://yuntaku-hoikuen.jp/
http://tontonakari.boo.jp/
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園名 住所 連絡先 

日吉幼児園 飯香浦町 3149-1 836-0333 

ロザリオ保育園 新戸町 3丁目 14-2 878-4251 

ダイヤランド保育園 ダイヤランド 1丁目 38-16 879-2408 

唯念寺保育園 磯道町 568 878-8854 

鶴見台保育園 鶴見台 1丁目 15-12 878-0392 

鶴見台保育園分園（３歳未満児） 柳田町 58-1 878-8585 

森の風保育園 末石町 159-3 878-8578 

森の風保育園（２歳未満児） 深堀町１丁目 11-６ 801-1556 

茂木保育園 茂木町 75-9 836-0109 

こばと保育園 戸町 4丁目 7-20 879-0509 

小ヶ倉保育園 小ヶ倉町 2丁目 390 878-3379 

高浜保育園 高浜町 3427 894-2062 

香焼保育所ふるさと 香焼町 499 871-5577 

あそびの杜保育園 布巻町 111-9 892-7070 

 

園名 住所 連絡先 

親愛園 飽の浦町 8-42 862-2102 

旭保育園 旭町 24-9 861-8889 

稲佐保育園 稲佐町 17-17 861-3621 

木鉢双葉園 木鉢町 2丁目 53 865-1713 

小百合園保育所 小瀬戸町 1007-110 865-1357 

神ノ島愛児園 神ノ島町 2丁目 131 865-1777 

式見保育園 式見町 621 841-0152 

三重保育園 三重町 127 850-1060 

小江原保育園 小江原 2丁目 25-1 847-9248 

長崎聖マリア保育園 小江原 4丁目 39-33 846-1126 

城山保育園 城山町 29-4 861-2643 

友愛富士見町保育園 富士見町 21-18 861-8190 

よつば保育園 畝刈町 1613-278 894-4280 

出津愛児園 西出津町 2151 0959-25-0067 

黒崎聖母保育園 上黒崎町 48-1 0959-25-0050 

外海まどか保育園 神浦江川町 1074 0959-24-0440 

https://www.hiyoshi-kids.com/
http://www.smrosary.jp/
http://dialand.hoikuen.to/index2.htm
https://www.yuinenji.com/
http://tsurumidaihoikuen.myoujyoukai.jp/smarts/index/0/
http://tsurumidaihoikuen.myoujyoukai.jp/smarts/index/0/
http://morinokazehoikuen.com/smarts/index/1/
http://morinokazehoikuen.com/publics/index/18/
http://www.mogi-hoikuen.jp/modules/profile/index.php?content_id=4
http://www.kobato-hoiku.jp/
https://kogakurahoikuen.com/smarts/index/0/
https://www.foryou-kouyagi.or.jp/
http://asobi.sanwafu.com/
http://www.m-caritas.jp/shinaien/
https://www.ans.co.jp/n/nagasakiasahi/
https://inasahoikuen.jp/
http://www.kibachifutaba.jp/
https://otsugenomaria.jp/ho/smarts/index/1/
https://otsugenomaria.jp/ho/publics/index/1/
http://www.shikimi-hoikuen.net/
http://www.mie-hoiku.net/
http://www.koebaru-hoikuen.net/
http://www.nagasakiseimaria.jp/
http://siroyama.me/
https://youai-fujimihoikuen.com/
https://kouranosato.com/workplace/yotsuba
https://www.shituaijien.net/
https://www.kurosaki-seibo.com/
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園名 住所 連絡先 

尾戸保育園 琴海尾戸町 1735-3 885-2642 

形上保育園 琴海形上町 2099 885-2615 

琴海保育園 琴海村松町 709-4 884-2166 

にしうみ保育園 西海町 1981-1 884-1418 

 

 

園名 住所 連絡先 

大手保育所 大手 1丁目 2-5 845-0650 

にしやま保育園 西山 4丁目 648 827-5459 

西山台保育園 西山台 2丁目 8-9 847-6713 

聖母保育園 若草町 6-5 843-3191 

西浦上保育園 清水町 5-69 848-2474 

もとお保育園 江平 2丁目 2-1 846-2632 

山王保育園 坂本 2丁目 6-53 844-1792 

さくら保育園 三原 1丁目 4-16 845-0616 

みはら保育園 三原 2丁目 13-27 845-7301 

うみのほし保育園 石神町 14-37 845-1732 

滑石保育園 滑石 5丁目 2-31 856-1575 

滑石センター保育園 滑石 3丁目 12-14 856-1028 

長崎北保育園 滑石 3丁目 32-6 857-2835 

ピッパラ保育園 滑石 4丁目 1396-42 856-3556 

あゆみ保育園 長崎市川平町 1323-12 842-1504 

女の都青い鳥保育園 女の都 3丁目 2-9 844-9124 

山里平和保育園 平和町 3-15 844-2421 

ししの子保育園 昭和 3丁目 221-3 843-4405 

虹が丘まめの木保育園 虹が丘町 2414-3 865-8787 

文教おんがく保育園・凛 大橋町 10-30 895-7233 

 

  

https://www.odo-hoikuen.com/
http://www.katagami-hoikuen.com/
https://kinkai.kinkaihoikuen.jp/
https://nishiumi.kinkaihoikuen.jp/
http://www.yuuwakai.or.jp/nishiyama-hoikuen/
http://www.katukikai.com/nishiyamadai/
https://seimaria.net/hoiku/
http://www.yuuwakai.or.jp/motoo-hoikuen/
http://sannou-hoikuen.jp/sp/
http://www.yuuwakai.or.jp/sakura-hoikuen/
http://www.yuuwakai.or.jp/mihara-hoikuen/
http://www.uminohoshiho.jp/
http://www.nameshi-hoikuen.com/
https://www.nameshi-centerhoikuen.com/
https://kitahoikuen.com/
http://www.shotokuji.com/pippala/
https://www.minorigaoka.jp/ayumi/gaiyou/gaiyou.html
https://menoto-aoitori.jp/
http://www.yamazatoheiwa.jp/
https://babylion.exblog.jp/
https://www.mamenoki.ed.jp/
https://www.youho-rin.jp/
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園名 住所 連絡先 

認定こども園 長崎幼稚園 魚の町 1-16 824-9966 

幼保連携型認定こども園 聖母の騎士幼稚園 本河内 2丁目 2-2 822-8457 

幼保連携型認定こども園 愛宕ピノキオこども園 愛宕 4丁目 19-11 823-5074 

ざぼんちゃん浜町認定こども園 築町 4-17 823-2204 

幼保連携型認定こども園 大浦保育園 東山町 5-1 823-5390 

幼保連携型認定こども園 くるみ幼稚園 片淵 3丁目 11-7 822-5034 

認定こども園 大浦信愛幼稚園 小菅町 27-2 824-9939 

認定こども園 桜町保育園 上町 4-21 821-3861 

 

 

園名 住所 連絡先 

幼保連携型認定こども園 長崎純心大学附属純心幼稚園 文教町 13-15 845-7496 

認定こども園 みのりが丘幼稚園 大手 3丁目 11-1 846-3534 

認定こども園 女の都幼稚園 女の都 3丁目 2-4 847-5727 

認定こども園 百合幼稚園 葉山 1丁目 3-19 856-2285 

認定こども園 富士幼稚園 コスモス保育園 葉山 1丁目 29-3 856-8616 

長崎南山認定こども園 音無町 9-34 840-0420 

住吉こども園 花丘町 6-15 844-3652 

青山こども園 青山町 3-22 844-8254 

幼保連携型ローザ認定こども園 本原町 3-27 844-0567 

葉山こども園 葉山 1丁目 24-1 857-5515 

ざぼんちゃん浦上認定こども園 川口町 2-14 849-2204 

聖アントニオ幼稚園 三原 2丁目 23-９ 845-0021 

認定こども園 長崎信愛幼稚園 上野町 10-24 844-0345 

認定こども園 キンダーフィールド 坂本 1丁目 8-30 843-6118 

赤迫こども園 住吉台町 11-1 847-8622 

バンビーノこども園 大園町 10-11  865-8800 

 

  

３ 認定こども園一覧 

https://www.nagasaki-city.ed.jp/nagasaki-k/
https://seibonokishi-youtien.jimdofree.com/
https://seido-kai.com/base/atago-pinokio/
https://zabonchan.com/
http://www.ohura-hoikuen.com/
https://www.kurumiyouchien.com/smarts/index/1/
https://ooura-shin-ai.com/
http://www.kamiho.ed.jp/sp/index.html
https://youchien.n-junshin.ac.jp/
https://www.minorigaoka.jp/
https://manabihiroba0.jimdofree.com/
https://yurikindergarten.com/
https://fuji-cosmos.com/
https://www.nagasakinanzan2.ed.jp/kg/
http://www.sumikodo.jp/
https://aoyama-hoikuen.com/
http://www.roza.jp/
http://www.ng-hayama.jp/
https://zabonchan.com/
http://antonio-youchien.com/
https://www.nagasaki-shin-ai.com/index.html
http://smilekinder.itigo.jp/
https://akasakokodomoen.jp/
https://bambino-hoikuen.jp/
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園名 住所 連絡先 

幼保連携型認定こども園 ひかり幼稚園 岩見町 14-6 861-1832 

幼保連携型認定こども園 第二ひかり幼稚園 小江原 2丁目 36-28 847-4119 

認定こども園 いなさ幼稚園 江の浦町 1-20 861-4346 

認定こども園 長崎小鳩幼稚園 長崎小鳩保育園 京泊 1丁目 4-11 850-1555 

認定こども園 中央こども園 琴海戸根町 2573-1 884-1427 

幼保連携型樫山認定こども園 樫山町 1946 850-1415 

幼保連携型認定こども園 福田こども園 福田本町 1694-2 865-1701 

認定こども園 友愛社会館幼稚園 富士見町 21-18 861-3171 

花園こども園 花園町 7-17 861-7774 

幼保連携型認定こども園 三京えのきこども園 三京町 805 850-5148 

あぜかりこども園 畝刈町 1005 850-2409 

 

 

園名 住所 連絡先 

認定こども園 天童幼稚園・天童保育園 古賀町 1520-4 839-0060 

幼保連携型認定こども園 かき道ピノキオこども園 かき道 3丁目 2-9 838-5514 

認定こども園 聖母の騎士東長崎幼稚園 田中町 336 838-3756 

認定こども園 矢上幼稚園・こもれび nursery 平間町 398 839-3001 

 

 

園名 住所 連絡先 

幼保連携型認定こども園 とまちこども園 戸町 3丁目 15-1 878-4890 

幼保連携型認定こども園 さくら幼稚園 

さくらんぼ保育園 
新小が倉 2丁目 1-50 878-9875 

幼保連携型認定こども園 三和幼稚園 晴海台町 32-2 892-1486 

認定こども園 かがやき 野母町 1820-2 893-0227 

深堀こころこども園 深堀町 3丁目 68 871-5293 

菜の花こども園 平山町 477 878-2877 

幼保連携型認定こども園 椿が丘こども園 椿が丘町 9-3 892-0171 

 

http://hikari-youchien.jp/smarts/index/0/
http://hikari-youchien.jp/smarts/index/0/
http://r.goope.jp/inasa-youchien/
https://m.facebook.com/nkobato1555/?locale2=ja_JP
https://chuo-kodomoen.jp/
http://kasiho.net/
http://sanwafu.com/
http://yuai-kg.com/
http://tateiwa-hoikuen.net/
http://enokihoikuen.info/
http://www.azekari-kodomoen.net/
http://www.tendouyouchien.com/
https://seido-kai.com/base/pinokio-kakido/
http://www.seibohigashi.com/
http://yagami.ed.jp/sp/
http://www.gounkai.or.jp/tomachi/
https://iwaguchigakuen.com/ninteikodomoen/
https://iwaguchigakuen.com/ninteikodomoen/
http://www.sanwa.ed.jp/
http://fukahori-youchien.ed.jp/
https://www.nanohana477.com/
http://www.tsubakigaoka-ho.com/
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地区 施設名称 住所 連絡先 
南部  伊王島共生幼児園ふるさと  伊王島町 2丁目 513番地 898-2053 

 

 

 

＊＊認可外保育施設一覧表（事業所内保育施設を除く） 令和３年７月現在  

〜長崎市子育て応援情報サイト「イーカオ」 

  
地区 施設名称 住所 連絡先 

中央  プチ保育園  丸山町 8-9 のざわビル 2F  827-5450 

北部  たけのこ保育園  岡町 4-1  846-5537 

中央  レデンプトール幼稚園附属たんぽぽ組  愛宕 4丁目 3-2  822-8801 

北部  SKYE International 

（スカイインターナショナル） 

滑石 5丁目 1-22  894-7111 

北部  みのりが丘ナーサリー  大手 3丁目 11-1 認定こども

園みのりが丘幼稚園内  

846-3534 

南部  おおとり幼稚園キッズクラブ  深堀町 1丁目 293-5  871-1775 

東部  託児ルーム 8  上戸石町 1964番地 7 

グランディアたちばな I棟 102号  

090-4585-9636 

 

  

４ その他の保育施設 

 

https://www.foryou-ioujima.jp/
https://ekao-ng.jp/know/kinder/search-licensedout-childcare/
https://ekao-ng.jp/know/kinder/search-licensedout-childcare/
http://puchi.capoo.jp/index.html
https://takenoko-n.com/
http://redenputoru.fem.jp/tanpopo.html
http://www.nameshi-sc.com/shopguide/skye-international-preschool/
http://www.nameshi-sc.com/shopguide/skye-international-preschool/
https://www.minorigaoka.jp/
http://www5.cncm.ne.jp/~ohtori-k.g/ohtori5.html
https://www.instagram.com/room_8hachi/?hl=ja
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地区 施設名称 住所 連絡先 

中央  ニチイキッズ長崎新地保育園  新地町 8-16 ミナトパークビル 2F  811-0172 

中央  ごとうまち保育園  恵美須町 7-12-1F  895-7776 

中央  育ちの家保育園  立山 2丁目 16-1  807-5871 

中央  ひこみのほし保育園  彦見町 16-15  800-6781 

中央  長崎みらい保育園  賑町 5-21 パークサイドトラヤビル 1階  807-3599 

中央  青山ニュータウン保育園  油木町 92-1  894-1122 

中央  スマイル保育園  丸尾町 6-17  801-5777 

西部  キッズハーバー保育園  京泊 2丁目 8-12  801-2605 

北部 長崎大学文教おもやい保育園 文教町 1-14 819-2889 

南部  みなみのかぜ保育園  蚊焼 649-1  832-5577 

南部 ゆうき保育園 田上 2丁目 15-12 828-1332 

東部  クレセール保育園  宿町 729-1  832-0033 

※企業主導型保育施設:企業が、自社又は提携先企業の従業員の子どものほか、地域の子ど

もを受け入れて、保育を行う施設。 

 

 

名称 住所 連絡先 

シッターサービス・ナナ合同会社  恵美須町 2-10-4C  090-7451-9095  

フルフル保育サポート  昭和町 2丁目 8-4  090-3070-6368  

中ノ瀬 絵美(キズナシッター登録)  ― ― 

Yutte(ゆって)  ― ― 

きっき  椿が丘町 17-4   080-5201-0096 

豊村 昌代 （参考 HP）キッズライン ― ― 

 

http://www.nichiikids.net/nursery/direct/nagasakishinchi/index.html
https://goto-machi-hoikuen.com/page0101.html
https://sodachinoie.com/
https://hikominohoshi.com/
http://nagasaki-miraihoikuen.medifare.jp/
https://aoyama-nt-hoikuen.com/
https://jmnh.or.jp/smile/
https://kids-harbor.jp/
https://www.cdi.nagasaki-u.ac.jp/omoyai_nursery_school/
http://www.nanyoukai.com/smarts/index/27/
https://www.nichiikids.net/nursery/other/yuuki/index.html
https://www.crecer-hoikuen.net/
https://sitternana.wordpress.com/
https://n-volunpo.net/volunpo/center-users/dantai-syousai/722/7
https://www.nextbeat.co.jp/recruit/services/kidsnasitter
https://yutte-mamasupport.com/
https://kidsline.me/

