
☆・・・無料だが行事によっては有料　　★・・・行事によっては要予約

時　間 所在地 連絡先 登録料 利用料 予　約

９：３０～１４：３０ 羽ノ浦町宮倉太田４０－３ ４４－５５６３ 無料 無料 ★

９：００～１０：３０ 学原町深田５５－１ ２３－２００１ 無料 無料 不要

９：００～１７：００ 羽ノ浦町中庄やたけ１－１ ２４－８３５１ 無料 無料 不要

９：００～１４：００ 宝田町久保田９７番地１ ２２－８０９９ 無料 ☆ ★

９：００～１４：００

１１：３０～１２：００

９：００～１４：００ 新野町片山５４ ３６－２２４１ 無料 ☆ ★

８：３０～１２：００
１４：００～１５：３０

那賀川町今津浦喜来６５－１ ４２－０７２０ 無料 ☆ ★

９：００～１４：００ 那賀川町苅屋３７０－５ ２１－２００２ 無料 ☆ ★

９：００～１４：００ 羽ノ浦町岩脇神代地８５－１ ４４－５０５９ 無料 ☆ ★

９：００～１６：００ 羽ノ浦町明見２９５－１ ４４－２２０５ 無料 ☆ ★

９：３０～１４：３０ 富岡町今福寺４９－１０　ミラビル1F奥 ０８０－４０３７－２８４４ 無料 ☆ ★

毎週水曜日 ９：１５～１０：１５ 横見町上木戸４９－１ ２２－７６３５ 無料 無料 不要

毎週火曜日 ９：１５～１０：１５ 吉井町原３３ ２５－０３２０ 無料 無料 不要

毎週金曜日 ９：１５～１０：１５ 下大野町三条１５－５ ２２－７８１０ 無料 無料 不要

毎週木曜日 ９：１５～１０：１５ 領家町浜田１８２－１ ２２－０５６１ 無料 無料 不要

第２・第４火曜日 ９：１５～１０：１５ 見能林町東野１０－２ ２２－７５００ 無料 無料 不要

１０：３０～１１：３０ 富岡町あ石１９－１ ２３－１９５１ 無料 無料 不要

HPアドレス

９：００～１７：００ 那賀郡那賀町阿井字寺西７ ０８８４－６４－１２２０

９：３０～１２：００

１３：００～１５：３０
９：３０～１２：００

１３：００～１６：００

※海陽町役場海部庁舎
3F

◎一時保育・・・疾病や仕事の都合により、家庭で保育できなくなった場合、一時的な預かり保育をしています。

園　　名 年　齢 時　間 所在地 連絡先

阿南保育園 １歳児～就学前
※詳細は問合わせ

９：００～１６：００ 宝田町今市金剛寺３５－１ ２２－９５５８

阿南ひまわり保育園 １歳児～２歳児
※詳細は問合わせ

８：３０～１６：００ 見能林町堤ノ内５－１ ２３－１００７

なかがわ保育園
０歳児（歩行のでき

る）～３歳児
※詳細は問合わせ

８：３０～１６：３０ 那賀川町原２６１ ４２－１００３

エクセレント羽ノ浦こども園 １歳半～就学前
８：３０～１６：３０
８：３０～１２：００

羽ノ浦町中庄やたけ１－１ ２４－８３５１

◎病児・病後児保育・・・病気または病気の回復期にあり、入院治療の必要はないが、急性期を超えた症状安定期か回復期で集団保育に参加できない時期（当院医師の判断による）において、療育保育を実施しています。

病児保育：８：３０～１３：００ 定員：１日３人 １日２，０００円　

病後児保育：８：３０～１７：３０ ６カ月～小学３年生 （その他ミルク以外の食事代５００円程度）　

 　　ananseibo.com

１０：００～１６：００ 海部郡海陽町奥浦字新町44 ０８８４－７４ー３１１２

　　　　　　　　　児童を家庭で養育することが一時的に困難となった場合に、児童福祉施設で短期間養育することができます。

阿南聖母幼稚園（えんじぇる広場）
月２回※日程問合わせ

曜　日 料　　金

月～金曜日 １，８００円

牟岐保育園（あそびの広場） 月～金曜日 海部郡牟岐町大字川長字市宇谷2-1

美波町由岐地域交流支援センター

(ももほっぺ)
月～金曜日

◇実施施設・・たちばな学苑、宝田寮、徳島赤十字ひのみね医療療育センター附属乳児院

月～金曜日 ２，０００円

月～金曜日 ２，０００円

◎子育て短期支援事業（ショートステイ･トワイライトステイ事業）

月～金曜日
土曜日

１，８００円

◎問い合わせ・利用申込先　　こども相談室　　２２－１６７７

岩城クリニック 学原町上水田１１－１
０８０－１９９８－７４７６

（病児・病後児保育専用）

海部郡美波町西の地字東地９７－５ ０８８４－７８－１７９２

月～金曜日

０８８４－７２ー１７５０

月～金曜日

無料 不要

横見幼稚園
園
庭
開
放
の
み

加茂谷幼稚園

大野幼稚園

富岡幼稚園

見能林幼稚園

神崎幼稚園 畭町新はり１ ２２－９２０４ 無料
日程、時間については

ホームページをご確認ください

平島こどもセンター（なかよしひろば） 月～金曜日

★
園庭開放：金曜日

あけぼの保育園

お山保育園（ともだち広場） 毎週火曜日

エクセレント羽ノ浦こども園 月～金曜日

２８－１７２５ 無料 ☆

宝田こどもセンター（すまいるひろば） 月～金曜日

橘こどもセンター（ふれあいひろば）
月～金曜日

橘町久保３８－３

行
事
予
定
は

、
広
報
を

ご
覧
く
だ
さ
い

。

子育て支援スペースNuuN 月～土曜日

令和３年度から休止

岩脇こどもセンター（みんなのひろば） 月～金曜日

阿南市子育て家庭支援センター（おひさまひろば）

那賀町地域子育て支援センター

海陽町地域子育て支援センター（あのね）

認定こども園はのうら幼稚園（ぽかぽかるーむ） 毎週火・水・金曜日

園・施設名（名称） 曜　日

阿南保育園（あおぞらほいく）

◎開放保育・園庭開放・・・在宅親子を対象に、あそびの場の提供として下記の保育所、幼稚園等を開放しております。

※新型コロナウイルス感染症対策などで、一時的に変更している内容がございます。詳しくは、各園にお問い合わせください。

令和５年度は休止

月～金曜日

新野こどもセンター（ひだまりひろば） 月～金曜日

今津こどもセンター（にこにこひろば） 月～金曜日

＊子育て相談や親子のふれあいの場です＊

日程は毎月の広報をご覧ください。

《時間》午前９：３０～１１：３０

《場所》ひまわり会館及び以下の公民館にて

行っています。

☆火・金曜日 【ひまわり会館：２３－６６００】

☆第２水曜日 【桑野公民館：２６－１６４４】

☆第３水曜日 【加茂谷公民館：２５－０１１３】

☆第４水曜日 【福井公民館：３４－２２５０】

（祝日による変更有）

◇登録料・利用料・予約は不要です。

◎問い合わせ先

こども課

２２－１５９３

０歳から小学校６年生までのお子さんの

預かりなどのお手伝いをしています。

☆月～金曜日 （７時～２１時）

１時間・・・７００円

☆上記時間外

１時間・・・８００円

◇利用には会員登録が必要です。

◎問い合わせ先

ファミリーサポートセンター

２４－５５５０

受付：月～金曜日（９時～１７時）

令和５年度

阿南市子育て支援情報
～開放保育・一時保育・すくすくｉｎ阿南等のご案内～

行
事
予
定
は
広
報
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

定住自立圏内の施設のため、阿南市在住の方

でも利用が出来ます。

詳しくは各施設へお問い合わせまたは各施設

のホームページの確認をお願いします。

阿 南

ファミリーサポートセンター

地域子育て情報アプリ

「あななんといっしょ」のご案内

この紙面の情報と広報あなんの

子育てひろばのページをスマートフォンから

見ることができます♪

阿南市LINE公式アカウントに

友だち登録を行い、「あななんといっしょ」を

タップしてご利用ください！！

つどいの広場

すくすく ｉｎ 阿南

https://www.ananseibo.com/

