
2020年9月

●発行／福島区子ども・子育てプラザ ●協力／福島区子育て支援連絡会

20202020

第40号

ふ く し ま 子 育 て 情 報

福島区内の保育所・保育園、小規模保育事業施設、幼保連携型認定こども園一覧福島区内の保育所・保育園、小規模保育事業施設、幼保連携型認定こども園一覧

◆相談／随時［要☎予約］
★見学／随時［要☎予約］
●年間行事
　入園式・おやつ遠足・七夕祭り・夏祭
り・消防署見学・ハロウィン・クリスマ
ス会・お別れ遠足・お誕生日会・卒園
式等の行事が盛り沢山

●園庭開放／詳細はお問い合わせく
ださい。
◆相談／随時［要☎予約］
★見学／随時［要☎予約］

　登録時、印鑑・健康保険証・母子健康手帳が必要です。登
録用紙はホームページからダウンロード可能ですので、事
前にご記入の上ご持参ください。事前登録の際はお電話を
お願い致します。ホームページの利
用方法動画をぜひご視聴ください。
　大阪市西区病児保育室リトルベ
アーWEST、大阪市淀川区病児保育
室リトルベアーYodoもご利用いた
だけます。

福島4-5-49 ☎080-9986-5627

玉川4-13-22-1階 ☎06-6445-6005
病児保育室「リトルベアー」は病児・病後児のお子様
を一時的にお預りする医療併設型の大阪市委託事
業所です。お子様の急な発熱や感染症等の病気の
際に保護者の方に代わりお子様の看護や保育をさ
せていただきます。くまだ内科・小児科クリニックの
医師・看護師と保育士が常在の安心な施設です。

（月～金）
8:00～19:00
◆延長保育
17:00～19:00

福島1-1-51堂島クロスウォーク401
☎06-6453-6048
１人ひとりを大切に。家庭的な保育園で
す。
日本一？ 清潔な砂場もあります。

◆電話相談／随時
★保育園体験・見学／［要☎予約］

福島8-3-9 ☎06-4798-0278
子どもたちの個性を大切にしながら華道、茶道で
日本文化を学び、カナダ人講師による英語や年
齢に応じた体操で小学校に向けた準備を楽しみ
ながら行っています。看護師を常駐させ、OT、
PT、STの月2回の来園によるカンファレンスも
行っており、安心してお子さまを預けることがで
きる保育園を目指しています。

0歳／4名
1歳／13名
2歳／15名
3歳／18名
4歳／19名
5歳／19名  
／計88名
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島
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ゆったりとした家庭的な室内で、乳幼児に
最も大切な愛情と真心を持って、それぞれ
の豊かな成長に応じて基本的な生活習慣
を楽しく身につけ、保護者の方に安心して
任せていただけるよう保育をしています。

小規模保育園 育（はぐくみ）福島本園

私立 中之島ひばり保育園

私立 優心保育園

病児保育室リトルベアー

6か月～5歳児
／50名

6か月～2歳児
／12名

（月～金）
7:00～20:00
（土）
7:00～18:30

（月～金）
7:00～19:30
（土）
7:00～19:00

（月～土）
8:00～19:00

R3年度年齢・定員

R3年度 年齢・定員

地域交流・子育て支援・他保育時間※

開室時間

名称／住所・電話／アピールポイント

名称／住所・電話／アピールポイント

■福島区子育て支援連絡会参加団体
●保育所・保育園・こども園／野田保育所、海老江保育所、吉野保育所、新家保育園、中之島ひばり保育園、ふじのもり保育園、鷺洲マーヤ保育園、あい保育園海老江、あい保育園玉川、
どんぐりこ福島吉野保育園、優心保育園、新福島ちどり保育園、吉野かいせい保育園、ソフィア吉野保育園、吉野ちとせ保育園、海老江ひばり保育園、あい・あい保育園鷺洲園、アポロ
鷺洲保育園、クオリスキッズ野田保育園、和光園、第二和光園、玉川ひばりこども園、海西ひばりこども園 ●幼稚園／西野田幼稚園、貫江田幼稚園、海老江西幼稚園、愛輝幼稚園、下福
島幼稚園、福島幼稚園、大開幼稚園 ●小規模保育施設／ほっこりひばり保育園、小規模保育園育大開園、小規模保育園育福島本園、KIDSROOMBaby-beeふくしま園、あい・あい保
育園中之島園、げんき保育園吉野園、キッズステーション あすなろっこ、くじら保育園海老江園、アップル保育園 野田、まんまる保育園、のだふじひばり保育園、海東ひばりベビーセン
ター ●各地区民生委員児童委員協議会主任児童委員 ●各地域活動協議会子育てサロン／わいわい福島、玉川にこにこサークル、野田のびっこくらぶ、吉野子どもの広場、ひだまり
サロン・しんけ、大開子育てひろば あ.そ.ぼ、鷺洲すくすくサロン、チャイルドサロン海老江東、おいで!!子育て仲間海老江西 ●子育て支援グループ／チャオネット、なかよし文庫、オレ
ンジポエム、ほっこりハウス、ななとこちゃんひろば、福・福くらぶ、きずなG ●関係機関／福島子育て支援センター、ファミリー・サポート・センター福島、福島図書館、病児保育室リトル
ベアー、キリンさんのおうち、ママcafe@fukushima ●事務局／福島区子ども・子育てプラザ、福島区保健福祉センター、福島区社会福祉協議会

R2,9 4,000

6か月～
小学6年生まで
／12名

登録・利用時に必要なもの

幼稚園幼保連携型認定こども園

小規模保育事業施設保育所（園） 

地域ごとにまとめていますので、参考にご覧ください。
それぞれの施設を下のとおり色分けしています。

※保育時間…ご利用いただける時間帯は、申請内容によって異なります。

★施設見学等●園（所）庭開放・子育て支援行事等

◆子育て相談等■プレ保育（幼稚園のみ。実施内容は各園にお問い合わせください。）
地域交流・子育て支援・他については、下記のとおり表示しています。
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▼

福島区の保育所（園）と幼稚園を紹介します!福島区の保育所（園）と幼稚園を紹介します!

最新 幼稚園・保育所（園）情報 特集号最新 幼稚園・保育所（園）情報 特集号

秋



●園庭開放／第2（金）
　10:00～11:00(4・8・9・3月はなし)
　所庭遊び／6月・10月
　絵本と手遊び／5月・12月・2月
　水遊び／7月　部屋遊び／11月
　お正月遊び／1月
◆相談／（月～金）10:00～14:00
★見学／随時［要☎予約］

玉川4-4-17 ☎06-6225-8152

3か月～5歳児
／90名

6か月～5歳児
／91名

6か月～5歳児
／80名

6か月～2歳児
／19名

玉川1-2-3徳仏ビル2階
☎06-6136-7376

0歳児／6名
1歳児／7名
2歳児／6名
計19名

0歳児／3名
1歳児／4名
2歳児／5名
計12名

0歳児／4名
1歳児／12名
2歳児／16名
3歳児／16名
4歳児／16名
5歳児／16名
計80名

（月～土）
7:30～19:30

（月～土）
7:30～19:00

（月～土）
7:30～18:30

（月～土）
7:00～19:00

（月～金）
7:30～19:30
（土）
7:30～18:30

（月～金）
7:00～20:00
（土）
7:00～19:00

玉川2-6-15フローレス玉川1階
☎06-6441-8899

（月～土）
7:30～20:30

野田2-12-1 ☎06-6462-0080

野田6-5-41リバーガーデン福島1階
☎06-6460-6060

野田3-1-20 ☎06-6466-1170

野田3-5-3 ☎06-6467-8731
令和2年７月1日に開園した新設園です。木の
ぬくもりの中で、こころと体と生きる力を育ん
でいきます。
クオリスキッズでは通常の保育に加えて、リト
ミック・体操・英語・絵画・ダンス等を専門の講師
を迎え無料で実施しています。

陽あたりのよい明るい所庭で毎日元気
に遊び、元気な体を育てます。いろいろ
な活動や経験を通して「生きる力」の基
礎を育みます。ひとりひとりの個性を大
切にする温かい保育を目指しています。

笑顔と元気が溢れる園。室内は明るく、広
く、年齢別空間を提供。一人ひとりに寄り添
い、子どもたちの「もうひとつの家」となる
よう努めています。下福島公園が近くにあ
り、戸外遊びも毎日楽しんでいます。

和食給食と発達支援を通して心も身体も子ども
も大人も整う取り組みをしています。「統合遊び」 
を取り入れ、一人ひとりに寄り添いながら可能性
を存分に引き出す環境を作っています。子どもの
発達相談、支援のできる専門の保育士、ファミ
リーカウンセラーがいます。また、専門講師による
リトミック、体育指導も行っています。

子どもたちにもうひとつのおうちと思って
もらえるような小さくて温かみのある家庭
的な園で保育を行っています。
子どもの心や保護者の心に寄り添い、地域
から信頼される保育園を目指します。

質の高い保育スタッフが、愛情あふれるきめ
細やかな保育でお子様の心と体を豊かに育み
ます。様々な保育活動をとおして、乳児期から
就学前までに必要な「学びの土台」を培うこと
を大切にしています。

0歳から2歳まで12人で家庭のような雰囲気
で、ほっこりとした生活の場です。毎日のよう
に連携園、玉川ひばりこども園に遊びに行きま
す。人形遊びも大好きです。3歳になると、玉
川ひばりこども園に入園出来ます。

保護者の就労の有無(1号・2号・3号認
定)に関わらず入所出来ます。子どもた
ちは仲良く遊び育ち合っています。

●園庭開放／あり
◆相談／［要☎予約］
★見学／［要☎予約］

●園庭開放／あり
◆相談／［要☎予約］
★見学／［要☎予約］

◆相談／随時［要☎予約］
★見学／随時［要☎予約］

◆子育て相談／［要☎予約］
★見学／［要☎予約］

●園内開放／不定期［要☎予約］
◆相談／園内開放の時［要☎予約］
★見学／随時［要☎予約］

●園庭開放／わくわくＤＡＹ
　月1回10:00～10:40
◆相談／随時［要☎予約］
★見学／随時［要☎予約］

●職場体験（中学生）、卒園児交流等
　保育体験（リトミック等）
◆発達相談・栄養相談／［要☎予約］
★見学／［要☎予約］毎週（火）10時から

玉川1-6-2 ☎06-6444-1225
（分園）玉川4-6-17 ☎06-6447-7878

6か月～5歳児
／144名
本園114名
分園30名
内1号認定
3歳児／8名
4歳児／5名
5歳児／4名

（月～金）
7:00～19:30
（土）
7:00～19:00
◆教育時間
（月～金）
9:00～14:00
◆一時預かり
6か月～5歳児
8:00～18:00

玉
川

野
田

私立 クオリスキッズ野田保育園

アップル保育園 野田

私立 ふじのもり保育園

市立 野田保育所

ほっこりひばり保育園

あい・あい保育園 中之島園

私立 あい保育園玉川

幼保連携型認定こども園 玉川ひばりこども園

R3年度 年齢・定員名称／住所・電話／アピールポイント 地域交流・子育て支援・他保育時間※
※ご利用いただける時間帯は申請内容等によって異なります。



0歳児／6名
1歳児／15名
2歳児／16名
計40名

0歳児／10名
1歳児／15名
2歳児／15名
3歳児／20名
4歳児／20名
5歳児／20名

0歳児／3名
1歳児／8名
2歳児／8名
計19名

「子どもの主体性を育み、豊かな人間性をもっ
た子どもを育てる」人格形成において最も大
切な乳幼児期を「心育て人育ち」を基本理念
に、子どもたちの人生が豊かなものになるよう
“一人ひとり”の心に寄り添い保育を進めてま
いります。

近隣に公共施設やマンションが建ち並ぶ中、
保育園では、広い園庭で、泥んこ遊びをした
り、竹馬あそびをしたり、菜園活動で野菜を作
り収穫し、クッキングしたり、自然に触れながら
体験し、あそびの中で共に育ち合う保育を目
指しています。

小人数なので家庭的雰囲気の保育環境で一人一
人に寄り添い成長に応じた関わりを行っていま 
す。又お天気の良い日は散歩に行き地域の方々と
の触れ合いを大切にしています。 明るく健やかな
成長は“楽しくおいしく食べる”ことから「食育」を
重視した自園調理による給食を提供しています。

１日の大半を過ごす子ども達にとっても
「ホッとできる」居場所であり、豊かな学
びの場となれるよう、さまざまな遊びや
経験を積み重ね、しなやかな身体と生活
習慣を身につけていきます。

・こどもひとりひとりに丁寧に関わり、生
活や遊びを通して、生きる力を育みま
す。
・専任講師によるプログラム（英語・運動・
小学校準備教室）を実施しています。

人間形成の基礎となる乳幼児期をひとりひとりの
こども達を主役にし、こども達の育ちを大切に見
守りながら保護者の方と共に共感し、育っていけ
る保育を目指しています。こども達自身が今日も
楽しかったなあ！明日もまた遊びたいなあ!と思え
る保育所!笑顔あふれる保育所でありたいと思っ 
ています。

ピアジェの構成論『自律性を養う』を取り入れ、子ど
もたちの将来を見据えた保育を目指しています。
子どもたちが考えて動き出すまで同じ目線で考え
る「考えさせるを考える」を大切にしています。
小さいながらも園庭があり、砂場や滑り台もありま
す。２階にはホールがあり体育遊びも出来るように
平均台や鉄棒等もあります。

心も身体も沢山使って遊ぶ楽しさの中で、自立 
心・社会性・協調性を育てます。幼児クラスになる
と「ピグマリオン」「英会話」「体操・スイミング」を
行い、子どもが自ら学ぶ意欲を大切にし、楽しみな
がら「知・心・体」も育てていきます。子ども達の笑
顔と元気が溢れる保育を目指しています。

●地域交流／あそびの広場
　基本第2（木）10:00～11:00［要☎予約］
　実施日前週の金曜日までに電話予約お
願いします。
◆相談/随時
★見学/随時

◆相談／随時［要☎予約］
★見学／随時［要☎予約］

◆相談／随時［要☎予約］
★見学／随時［要☎予約］

◆相談／随時［要☎予約］
★見学／随時［要☎予約］

◆相談／随時［要☎予約］
★見学／随時［要☎予約］

●園庭開放／第2（火）
　乳児用のおもちゃや運動用具を使って
　遊ぶ
　保育園児とのふれあい
◆相談／園庭開放の時［要☎予約］
★見学／（土）［要☎予約］

●保育体験学習
　10月～2月までの第3（金）10:00～10:45
　絵本を読んでもらう・身体を動かせて遊ぶ・クリ
スマスの飾りをつくる・ごっこ遊びをする・散歩に
出かけるなどの遊びを体験してもらう。
　先着3組まで［要☎予約］
◆電話相談／随時
◆育児相談／随時
★見学／随時

●園庭開放／毎月第3（木）（ただし4月・8月
・3月は実施していません。）
　所庭遊びをしたり、ペープサートや人形
劇を観たり、季節に応じた簡単な手作り
おもちゃを一緒に作ってあそんでもらう。
◆相談／随時［要☎予約］
★見学／随時［要☎予約］

吉野1-5-1 ☎06-6136-8660

6か月～5歳児
／86名

6か月～5歳児
／130名

6か月～5歳児
／71名

（月～土）
7:00～19:30

（月～土）
7:00～19:00

（月～土）
7:00～19:00

（月～土）
7:00～19:00

吉野2-9-4 ☎06-6441-8872

吉野3-9-24 ☎06-6131-8820

吉野3-17-11 ☎06-6461-1350

吉野4-9-19 ☎06-6461-3380

（月～金）
7:00～19:00
(土) 
7:00～18:00

（月～金）
7:30～19:30
(土) 
7:30～18:30

（月～土）
7:30～19:30

（月～土）
7:30～19:30

6か月～5歳児
／90名

6か月～5歳児
／120名

吉野4-13-10 ☎06-6225-8607

吉野5-6-12 ☎06-6462-0064

吉野3-6-23 ☎06-6464-3744

吉
野
・
新
家

私立 新福島ちどり保育園

私立 どんぐりこ福島吉野保育園

私立 吉野かいせい保育園

市立 吉野保育所

私立 吉野ちとせ保育園

私立 ソフィア吉野保育園

私立 新家保育園

キッズステーションあすなろっこ

R3年度 年齢・定員名称／住所・電話／アピールポイント 地域交流・子育て支援・他保育時間※
※ご利用いただける時間帯は申請内容等によって異なります。



2020年9月

0歳児／6名
1歳児／13名
2歳児／15名
3歳児／16名
4歳児／17名
5歳児／17名
計84名

0歳児／3名
1歳児／8名
2歳児／8名
計19名

0歳児／3名
1歳児／4名
2歳児／5名
計12名

子どもたちは「未来の力」
2020年4月に鷺洲に開園しました。笑顔と元気の溢れた
園で、子どもたちが望ましい未来をつくり出す力の基礎を
培います。園庭にはオリジナルの固定遊具ＡＩＮＩがあり、就
学前能動プログラム・英語レッスン・食育プログラム・運動プ
ログラムを取り入れています。連絡帳アプリなどIT技術も
活用。子どもたちやご家族の「もう一つの家」になるよう努
めています。

令和２年６月に開園した新園です。当園が第二のお家になれるこ
とを理念とし、子どもと共に考え成長していく保育を方針とし、お
子様1人ひとりにあった保育で「あたたかい心」を育ててまいり
ます。鷺洲上公園も近くにあり、お散歩も行きやすく、さらに園の
屋上には庭園もあり、すべりだいやつり橋などの遊具もあって身
体をいっぱい動かして遊ぶことができます。カリキュラムも充実
しており、毎週月曜の体操の先生による体操指導や月３回の外国
人講師による英会話指導等も行っております。

・ゆったりとした家庭的な室内で、乳幼児に最も大
切な愛情と真心を持って、それぞれの豊かな成
長に応じて基本的な生活習慣を楽しく身につけ、
保護者の方に安心して任せていただけるよう保
育をしています。
・月２回、体操遊び、ベビーマッサージを行ってい
ます。

・一人一人の個性を尊重し情緒を安定させ自
分らしさを発揮できる環境を整える。
・様々な実体験を通して豊かな感性や創造を
培う。
・自分で考え、自分で選び、自分で行動する。

子どもの健やかな成長を願い「いつも明る
く、いつも正しく、いつも仲良く」を目標に
しています。
四季を通じて様々な行事に触れたり、又、
絵本や物語を読む楽しさ、心の豊かさ、言
語力、想像力を育んでいきます。

一人ひとりに寄り添い気持ちを受け止め、安心して過ご
せる環境の中で『のびのびわくわくげんきッズ』を合言葉
に、愛情あふれるきめ細やかな保育を行っております。
◎職員全員有資格者です。
◎給食・おやつは栄養士による自園調理!!
◎毎月各2回英語・リズムあそびも行っています。

子どもたち一人ひとりの気持ちに寄り添い、
細かい保育を心掛けています。
また、区役所職員と共同して始めた菜園活
動を通して、「食への関心」を大事にしてい
ます。

お子さん一人ひとりが豊かに育っていくよう
に、冒険心や知的な好奇心・探求心やチャレンジ
精神を養い、意欲的に物事に取り組む力が身に
つくように、保育・教育に取り組んでいます。ぜ
ひ、環境と様子を見にお越しください。

6か月～2歳児
／8名

6か月～2歳児
／20名

60名

6か月～就学
まで／261名

6か月～就学
まで／116名

（月～土）
7:30～19:30

（月～土）
7:30～19:30

（月～土）
7:30～19:30

（月～土）
7:30～19:30

（月～土）
8:00～19:00

●園庭開放／わくわく広場
　第3（土）10:00～11:00(月によって変更有)
ランチの試食も行っています(詳細はお問
い合わせください)
　夏まつり・プールあそび・絵本読み聞かせな
ど［要☎予約］
◆相談／随時
★見学／随時
●HP／http://genki.osaka.jp/
●ブログ／
　http://ameblo.jp/genkihoikuen-yoshino/

◆相談／［要☎予約］
★見学／［要☎予約］
●連携園　海西ひばりこども園
　　　　　玉川ひばりこども園

◆相談／［要☎予約］
★見学／［要☎予約］
●年間行事
　入園式・おやつ遠足・七
夕祭り・夏祭り・防署見
学・ハロウィン・クリスマ
ス会・お別れ遠足・お誕
生日会・卒園式等の行
事が盛り沢山

吉野3-14-21ツルハラハイツ1階
☎06-6147-8253

大開1-10-5 ☎080-8705-1154

大開1-8-1（福島区役所内1階）
☎06-4303-3552

鷺洲2-14-1 ☎06-6451-7193
（分園）鷺洲5-2-3

鷺洲3-1-59 ☎06-6456-0550

（月～土）
7:00～19:00

（月～金）
7:00～19:00
（土）
7:00～18:00
◆0歳児クラス
7:00～18:00

（月～金）
7:00～19:00
（土）
8:00～17:00

●園庭開放／「わこうえんへようこそ!」 
　[要予約]
◆相談／随時［要☎予約］ 
★見学／随時［要☎予約］ 

●園庭開放／
　（土）10:00～11:30（月2回）
◆相談／随時［要☎予約］ 
★見学／随時［要☎予約］ 

◆相談／随時［要☎予約］ 
★見学／随時［要☎予約］
●ブログ／
　https://ameblo.jp/sagisuen 

◆相談／随時［要☎予約］ 
★見学／随時［要☎予約］

●園庭開放／ホームページに日程を記
載しています。
◆相談／随時［要☎予約］ 
★見学／随時［要☎予約］
●園行事や入園に関する、お問い合わせ
はいつでもご連絡ください。  
●HP／
　https://www.ans.co.jp/n/seishi/

鷺洲3-4-2 ☎06-6454-2239

鷺洲4-2-19 ☎06-6743-4815

鷺洲5-9-11 ☎06-6451-8911

吉
野
・
新
家

大
開

鷺
洲

げんき保育園 吉野園

のだふじひばり保育園

小規模保育園 育（はぐくみ）大開園

幼保連携型認定こども園 和光園

幼保連携型認定こども園 第二和光園

私立 鷺洲マーヤ保育園

私立 あい・あい保育園鷺洲園

私立 アポロ鷺洲保育園

R3年度 年齢・定員名称／住所・電話／アピールポイント 地域交流・子育て支援・他保育時間※
※ご利用いただける時間帯は申請内容等によって異なります。

▼公式インスタグラム



海老江7-14-1 ☎06-6225-7089

鷺洲3-1-1-102 ☎06-6458-0328

鷺洲1-5-17 1階 ☎06-6442-1002
・子どもたちの持つ可能性を信じ、育み、尊重し、よ
り豊かな成長につながる保育を目指します。
・ゆったりとした雰囲気の中で、子どももおとなも
安心して過ごします。
・ひとりひとりを大切にし、繋いで「まんまる」な輪
を造ります。

少人数制で、お子さま一人ひとりに目が届き、愛情に
あふれた家庭的な環境の中で、個性に応じたきめ細か
な保育を心がけます。
『心』を重視し乳幼児期に最も大切な、愛情にみちあ
ふれたより家庭的な保育環境のなかで、こどもが主体
的にのびのびと過ごし、思いやりや協調性を育みつ
つ、豊かな感性をたいせつにしながら保育します。

私たちは、子どもたちに「自分の夢を自分の力で実現
できる人」になって欲しいと願っています。保育士が、
子ども一人ひとりの気持ちを受けとめ、「心の基地」に
なれるよう、思いやりを持って接します。
和食給食に取り組んでいます。週に1回、有資格者講
師による本格的なリトミックを導入しています。

海老江1-5-52イオンスタイル海老江2階
☎06-6131-4057

海老江2-11-12共和ビル2階・3階
☎06-6136-8846

海老江8-13-21 ☎06-6455-6005
（分園）海老江3-3-18 ☎06-6458-5358

◆電話相談／平日10:00～16:00
　［要☎予約］
★見学／随時［要☎予約］

●園庭開放／第4（金）
◆相談／10:00～16:00
★見学／10:00～11:00

海老江6-1-9 ☎06-6451-5734 休日保育実施
（事前登録が必要です）

●園庭開放／第3（月）
　10:00～11:00
　（4、8、9、3月は行っていません）  
所庭あそび
◆相談／（月～金）10:00～14:00
★見学／随時［要☎予約］

海老江5-3-22 ☎06-4256-5775

鷺
洲

海
老
江
西

海
老
江
東

◆相談／随時［要☎予約］
★見学／随時［要☎予約］

◆相談／随時［要☎予約］
★見学／随時［要☎予約］

◆相談／随時［要☎予約］
★見学／随時［要☎予約］

●園庭開放／不定期［要予約］
◆相談／随時［要☎予約］
★見学／随時［要☎予約］

今年の４月に開園しました。人工芝の園庭に菜
園を設け、季節の野菜を育てています。そん
な庭で、子どもたちは収穫を楽しんだり、元気
に遊んだりしています。３歳になると海老江ひ
ばり保育園に入園できます。

天気の日には園庭で雨の日には体育館で思い
きり身体を動かして遊べます。また保育室に
はほっこりできる空間がたくさんあります。手
づくりのおいしい給食やおやつも提供してい
ます。みんなで楽しく遊びましょう。地域に根
ざす保育園になれるように頑張ります。

広い所庭でのおにごっこやだんご作りに夢中に なって
いるこどもたち!毎日、集会で体操もしています。どろ
んこあそびや水あそびも楽しめます。年上のこどもた
ちが小さいこどもたちに優しく接していますよ。自然
なかかわりの中で思いやりの心を育んでいます。一人
一人を大切に、笑顔いっぱい!明るく楽しい保育所を目
指しています。

保育士も子ども達も笑顔の絶えない明
るく楽しい園です。朗らかな保育士が子
ども一人ひとりに寄り添い丁寧に関わ
り、保護者の方にも安心していただける
保育園を目指しています。

地域の一人ひとりのお子さんを大切に
し、遊びや体験を通して個性と社会性を
育んでいきます。

◆相談／随時［要☎予約］
★見学／随時［要☎予約］

まんまる保育園

KIDSROOM Baby-bee ふくしま園

私立 あい保育園海老江

海東ひばりベビーセンター

幼保連携型認定こども園 海西ひばりこども園

私立 海老江ひばり保育園

市立 海老江保育所

くじら保育園 海老江園

R3年度 年齢・定員名称／住所・電話／アピールポイント 地域交流・子育て支援・他保育時間※
※ご利用いただける時間帯は申請内容等によって異なります。

0歳児／3名
1歳児／8名
2歳児／8名
計19名

0歳児／6名
1歳児／6名
2歳児／7名
計19名

0歳児／2名
1歳児／4名
2歳児／4名
計10名

0歳児（6か月）
／3名
1歳児／8名
2歳児／8名
計19名

（月～土）
7:30～19:30

（月～土）
8:00～19:00

（月～土）
7:30～20:30

（月～土）
7:30～19:30

（月～土）
7:30～19:30

3か月～5歳児
／70名

（月～金）
7:00～19:30
（土）
7:00～18:30

（月～金）
7:30～19:00
（土）
7:30～18:30
◆休日保育
6か月～2歳児

6か月～5歳児
／120名

6か月～5歳児
／113名

6か月～5歳児
／234名
（本園206名、
分園28名）
内1号認定
3歳児／1名
4歳児／1名
5歳児／1名

（月～金）
7:00～19:30
（土）
7:00～19:00
◆教育時間
（月～金）
9:00～14:00
◆一時預かり
4か月～5歳児
8:00～18:00



■わくわくランド（3歳児未就園児・
子育て支援活動）／［要申込］
●おひさま広場（園庭開放）／未定
◆相談／随時［要☎予約］
★見学／随時［要☎予約］
●入園説明会／未定

■未就園児保育みみちゃん／5月～3月
（月・火・金） 行事等により休みになるこ
とがあります。［要申込］
●園庭開放／（月・火・木・金）14:20～

15:00 園外保育の日や短縮保育・長期
休業中はありません。●オレンジポエ
ム／年6回●子育て広場／年3回午前
中、園庭開放と講話や遊び等がありま
す。
◆相談／第4（金）［要☎予約］
★見学／随時

■ふれあい保育「たんぽぽ」（未就
園3歳児）／週3回（月・火・水）［要
申込］
●「ひよこ」（1歳～就学前）／月1回
◆相談／随時
★見学／随時
●入園説明会／随時お問い合わせ
ください。
※本年度 転入園可

★見学／今年はコロナウイルス感染
症拡大防止対策として、見学会は行
っておりません。（9月1日～の動画
配信の中に保育室などの紹介をし
ているため、そちらをご覧ください）
●入園説明会／
　9月1日～動画配信による入園説明
会を開催予定（※配信希望者は、当
園ホームページの掲載アドレスへ
の申し込みが必要）

●園庭開放／
　※コロナ禍のため現在は行って
おりません。
◆相談／随時［要☎予約］
★見学／随時［要☎予約］
●入園説明会／今年は、密を避ける
ため、説明会を2回に分け、事前
予約を行いたいと思います。
　9月2日（水）9:30～、10:30～
　［要☎予約］  

◆相談／［要☎予約］
★見学／保育中は不可
●入園説明会／コロナ禍の為、開
催見合わせ予定。入園案内に全
て記載。質問等、電話でも受け付
けます。
※満3歳入園については年度により
不可能な場合も有。

■幼稚園 満3歳児・未就園児部 ■1歳半
児教育クラス ■2歳児教育クラス
●にこにこワイワイＤＡＹ／指定（土）
●ワクワクふれあいＤＡＹ
●夕涼み会 ●公開鑑賞会 等
◆相談／（火）10:00～
★入園見学会 ●入園説明会
　／両日とも9月12日（土）
　詳しくはお問い合わせください。
※プレ教室（2歳児教育クラス・1歳半児
教育クラス）の入会見学会及び説明会
は未定。

R3年度 年齢・定員

入園願書受付
保育時間 延長保育 プレ保育・地域交流・子育て支援・他

吉野3-17-5 ☎06-6461-1421

鷺洲5-6-18 ☎06-6451-6898

海老江8-1-28 ☎06-6451-1504

福島7-19-16 ☎06-6451-0320

玉川1-4-5 ☎06-6447-1120

福島2-8-1 ☎06-6451-5907

大開1-18-15 ☎06-6461-2842

福島区内の幼稚園一覧福島区内の幼稚園一覧

広い園庭と大きな畑があり、自然に
囲まれて、のびのびと遊べる幼稚園
です。一人一人を大切に、「元気な
子ども」「考える子ども」「感じる子
ども」「仲よくする子ども」をめざし
た教育活動 を行っています。

4歳児／70名
5歳児／70名

4歳児／70名
5歳児／70名

4歳児／35名
5歳児／35名

3歳児／70名
4歳児／60名
5歳児／60名

3クラス
／105名

3・4・5歳児
／75名

3歳児／20名
4歳児／25名
5歳児／25名

自然豊かな広い園庭でのびのびと
遊びながら、心をいっぱい動かして
自ら考えて行動する子どもをめざ
し、子どもたちの豊かな心を育んで
います。

ひとりひとりの良さを伸ばす、きめ
細かい保育に努めています。小学
校や地域との連携で豊かな心を育
む教育に取り組んでいます。

国道に面してはいるが、神社の杜に包ま
れて静かな環境の中、基本的な生活習
慣(行儀作法・言葉遣いなど)をしっかり身
に付け、のびのび遊ぶ中にもけじめのあ
る生活を。をモットーに集団生活の第一
歩にふさわしい人格形成を目指した指針
を基本にしています。

快適で安心・安全な教育環境を保障
し、子ども達が笑顔で伸び伸び生活
することにより、心身共にバランス
のとれた人格形成が遂げられる教
育・保育内容を展開しています。

1人1人の子どもの個性を大切に
し、素直な心、思いやりの心、感謝の
心を培い、心身ともに健やかな成長
を願って、教育に取り組んでいま
す。

子どもたち一人一人が持っている発達する
力を引き出し援助することをねらいとして
います。お友だち、保護者、教師、地域の人
という、子ども自身を取り囲む人々、そして
自分自身を大切に思うキリスト教の愛の精
神を保育の源泉とし、決まった型におしこめ
るのではなく、一人一人とじっくり接してい
くことを大切にしています。

（月～金）
8:50～14:00
（午前保育時）
8:50～11:30

（月～金）
14:00～18:00
（午前保育時）
11:30～15:00

（月～金）
9:00～14:00

（月～金）
早朝保育
／7:00～9:00
教育時間後
／14:00～18:00
(土)
早朝保育
／7:00～9:00
　9:00～15:30
長期休暇中預かり保育
／7:00～18:00

（月・火・木・金）
9:00～14:00
（水）と
第2・4を除く(土）
9:00～12:00

（月・火・木・金）
14:00～18:00
（水・土）
12:00～15:00
※お弁当要　
(水)のみ
18:00までも可

（月・火・木・金）
9:00～14:00
（水）
9:00～11:45

（月・火・木・金）
9:00～14:30
（水）
9:00～11:30

（月・火・木・金）
9:00～14:30
（水）
9:00～11:30

（月・火・木・金）
9:00～14:30
（水）
9:00～11:30

（月～金）
17:00まで

（月～金）
17:00まで

（月～金）
17:00まで

（月～金）
17:00まで

市立 西野田幼稚園

市立 貫江田幼稚園

市立 海老江西幼稚園

私立 愛輝幼稚園

私立 下福島幼稚園

私立 福島幼稚園

私立 大開幼稚園

名称／住所・電話／アピールポイント

10月初旬
受付開始

10月初旬
受付開始

10月初旬
受付開始

10月1日(木)

10月1日~3日
10:00~15:00
神社社務所
にて受付

10月1日(木)

願書の受付方法につきましては、後日ホーム
ページにて掲載いたしますので、そちらをご覧く
ださい。▼ホームページはこちら
http://aiki1919.kids.coocan.jp


