
表②　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※市外局番は《0798》
類型 園名 所在地 電話番号 類型 園名 所在地 電話番号

幼稚園

くるみ 仁川町5丁目6－49 51・0638 認定
こども園

上甲子園 甲子園口2丁目16－31 67・1733
甲子園東 甲子園四番町4－32 41・1735 むこがわ 松並町9－4 67・3002
すずらん 甲風園2丁目4－15 65・1166 甲東 甲東園1丁目2－15 53・6740
花園 上鳴尾町19－19 47・2214 ※甲東幼稚園は、平成30年度から移行予定
みそら 若松町1－1 72・1388

　全園で2年保育を実施。なお、園区はありません。
定員は表①のとおり。
【対象】平成24年（2０12年）4月2日～26年（2０14
年）4月1日出生の市内に住民登録をしている幼児
【願書の配布】９月11日からの月曜～金曜（祝日を
除く）の午後２時～４時に各幼稚園
【申込】10月２日～5日の午後２時～４時に入園を希
望する幼稚園で。多数の場合抽選
　※1０月5日までの応募状況を各園で掲示

表①　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※市外局番のないものは《0798》

園名 所在地 電話番号 定員 園名 所在地 電話番号 定員
4歳児 5歳児 4歳児 5歳児

浜脇 宮前町8－22 33・0835 30 70 瓦木 中島町5－2 64・5017 30 70
用海 石在町17－29 23・8312 30 35 春風 今津野田町2－6 26・6152 30 70
夙川 松ケ丘町9－23 72・2951 30 70 南甲子園 南甲子園3丁目2－24 46・1608 30 35
越木岩 美作町6－10 72・4499 30 70 高須西 高須町2丁目1－45 48・4121 募集なし 70
大社 柳本町1－8 74・4051 30 70 鳴尾東 笠屋町30－47 41・4542 30 70
付属
あおぞら

津田町3－40
(子育て総合センター内) 35・8086 30 70 小松 小松北町2丁目4－1 46・4087 募集なし 70

上ケ原 上ケ原三番町6－27 51・2700 30 70 山口 山口町下山口4丁目1－5 078・904・3707 30 70
門戸 門戸東町3－25 52・5447 30 70 名塩 名塩1丁目41－15 0797・61・0952 募集なし 70
高木 伏原町3－40 65・0055 30 70 生瀬 生瀬町2丁目3－16 0797・84・9464 30 70

※鳴尾北は、平成30年度から休園となります
※高須西・小松・名塩は、平成31年度から休園（5歳児のみ募集）。用海・瓦木は、31年度4歳児の募集はせず、32年度から休園
※5歳児の定員は平成29年度4歳児からの進級組を含みます

　市は、子育て世代の皆さんの声をまちづくりに反映させるため、「子育て×
まちづくり　ちち・ははトーク」を開催します。春の子育て世代を対象にした
座談会では、たくさんのパパ・ママに「子育てしやすいまち」について熱く“お
しゃべり”してもらいました。
　今回のテーマは「放課後の過ごし方」「地域における家庭教育支援」。
　小・中学生の親同士、ワークショップ形式で子育ての“ホンネ”を出し合い、
子育てしやすいまちづくりについて考えてみませんか。参加費無料。
【定員】各30人。先着順　※空席がある場合は、当日受付も行います
【託児】対象は２歳～小学校入学前の子。定員各5人。先着順。要申込

日程 時間 会場 対象

10
月

14日（土） 10：00～11：30 甲東センター

小・中学生の
保護者

13：30～15：00 中央図書館

15日（日） 10：00～11：30 男女共同参画センター
ウェーブ

13：30～15：00 塩瀬公民館
19日（木） 19：00～20：30 男女共同参画センター

ウェーブ

　「西宮洋菓子園遊会～西宮Sweets Live」への参加者を募集します。
市内洋菓子店のパティシエが一堂に会し、製菓技術を披露、その後、
各パティシエが趣向を凝らしたアシェットデセール（※）を3皿味わ
うことができます。焼き菓子のお土産付き。
（※）お皿に盛りつけられたデザート
【日時】11月7日（火）の午後０時半、午後3時から
【会場】兵庫栄養調理製菓専門学校（北昭和町）
【対象】16歳以上　
【参加費】1人3０００円
【定員】各5０人。多数の場合抽選（当選者のみ通知）

問 西宮洋菓子ブランド発信事業実行委員会
　　（0798・33・1258…西宮商工会議所内）

申 

込

申込期間は９月15日～10
月13日（消印有効）。いずれ
も2人まで申込可。重複申
込不可▶①参加店に備え付
けの応募用紙での申込▶②
西宮洋菓子ブランド発信事
業実行委員会のホームペー
ジ（https://n-cci.or.jp/
sweetslive/）から

参加店（50音順）
【生菓子＆焼き菓子出品】アトリエ
タケ、エイジ・ニッタ、エルベラン、
カーベ・カイザー、シェ・イノウエ、
ジャンティーユ、ツマガリ、デリス
モア、ベルサ、ベルン、ライト、ラ・
バニーユ、リベロ
【焼き菓子出品】ＫＡＴＡＯＫＡ、Ｇ
ＩＶＥＲＮＹ、Ｄaisy、トシヒロ タ
ダノ、長崎伸栄堂、パルテール、ファ
ミーユ、ヘキセンハウス、ボルドー、
ヨシミ、ラ・トゥルティエール、ラ・
フィーユ

　願書は各園で配布中。10月２日から申込を受付。詳しくは各園に問合せを。

　市立幼稚園と市内の私立幼稚園（新制度に移行した私立幼稚園を含む）・認定
こども園（幼稚園としての利用に限る）は、来年4月の入園申込を受け付けます。
　新制度に移行した幼稚園・認定こども園（幼稚園としての利用に限る）を利

用する人は、認定（1号）を受ける必要があります。
　認定に必要な申請書は、入園願書等配布時に各園で配布します。必要事項を
記入のうえ、入園願書提出時（内定時）に各園に提出してください。

表③　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※市外局番のないものは《0798》
園名 所在地 電話番号 園名 所在地 電話番号 園名 所在地 電話番号

一里山 一里山町15－14 51・0616 夙川学院
短期大学付属 神園町2－20 74・6455 阪急 大屋町28－18 66・2015

いるか 西宮浜4丁目13－2 32・1089 松風 鳴尾町3丁目4－6 47・2289 東山 東山台2丁目8－1 0797・61・3603
関西学院 岡田山7－54 53・3950 段上 段上町8丁目9－13 51・3509 光明 甲子園七番町22－3 47・1585
甲子園学院 熊野町5－18 67・7272 つぼみ 甲子園浜田町10－18 22・4405 広田 広田町11－27 72・2952
甲子園口 甲子園口4丁目22－9 67・4666 仁川 上甲東園2丁目4－43 51・0751 松秀 千歳町7－10 36・3560
甲子園二葉 甲子園三保町6－10 41・0278 仁川学院マリアの園 甲東園2丁目13－9 51・2454 武庫川女子大学附属 池開町10－3 45・3537
神戸海星女子学院マリア 木津山町5－26 73・4418 西宮公同 南昭和町10－22 67・4691 睦 高須町1丁目1－5 49・0581
甲陽 甲陽園本庄町7－23 74・4610 西宮甲武 樋ノ口町2丁目6－1 67・2017 安井 平松町6－7 34・0607
香櫨園 上葭原町3－31 22・8522 浜甲子園健康 浜甲子園2丁目10－4 41・1759 和光 室川町1－4 71・6895
こばと 津門西口町5－9 22・2101
こひつじ 津門呉羽町7－36 22・3454
西光 鳴尾町1丁目16－2 47・1737
幸 北六甲台1丁目23－10 078・903・1551

願書は各園で配布中。10月２日から申込を受付。詳しくは各園に問合せを。

Ｅメールに①氏名、②参加希望日・会場、③参加人数、
④電話番号、⑤託児希望の場合は子供の年齢を書き社会教育課
（0798・35・3868 vo_k_shakyo@nishi.or.jp）へ。電話も可

パティシエの技術が生で見られる注目Point

利用
手続き

各園に直接申込▷園を通じて市に認定
申請（認定こども園を保育所として利
用する場合は市に申込）

保育料 保護者の所得に応じ、市が保育料を決
定▷就園奨励助成制度（※）の対象外

(※)私立幼稚園に就園する幼児の保護者に対して、
経済的負担の軽減を図るための助成制度

利用手続き 各園に直接申込▷市に認定申請する必要はない
保育料 各園が保育料を設定▷就園奨励助成制度（※）の対象

(※)私立幼稚園に就園する幼児の
保護者に対して、経済的負担の軽
減を図るための助成制度

子育て×まちづくり

ちち・ははトーク

幼稚園平成30年
4月入園

10月2日から申込 問 学校改革推進課
（0798・35・3889）
 私立幼稚園は各園
＝表②③参照

申 

込
９月1４日から

西宮洋菓子園遊会

西宮Sweets Live11/7

の園児募集

今回は 小・中学生の父さん母さん
おしゃべりを市政に反映！

市立幼稚園 …表①

新制度に移行した
私立幼稚園・認定こども園 …表②

新制度に移行していない私立幼稚園…表③

秋の広聴会
市長も参加します

（8）� 平成29年（2017年）9月10日

≪防災安全ひとこと≫住むまちを　みんなで守る　自主防災


