小美玉市内保育所（園）の紹介

ひばり保育園（私立）

すずらん保育園（私立）

さくら保育園（私立）

小美玉市山野1237-38

小美玉市中延782-2

小美玉市小川370-6

0299-54-0080

0299-58-2543

0299-58-4821

60名

90名

90名

保育年齢

３ヶ月～就学前まで

3ヶ月～就学前まで

0歳児～就学前まで

保育時間

月～土 7：00～19：00 （延長保育含む）

月～土 7：00～19：00 （延長保育含む）

月～土 7：00～19：00 （延長保育含む）

保育所（園）名
所

在

地

電話番号
定

員

・延長保育事業

・延長保育事業

特別保育事業

主な年間行事

保育の特色

その他

春 入園式，園外保育，交流会，親子遠足
春 入園式，親子遠足，保育参観，園外保育，交流会
春 保育参観，総会
夏 お泊り保育，ブルーベリー狩り，七夕，プール遊び，夏まつり
夏 プール遊び，お泊り保育，夏祭り
秋 運動会，芋ほり，りんご狩り，園外保育，いも煮会
夏 ブルーベリー狩り，七夕
冬 発表会，老人ホーム慰問、クリスマス会，観劇，餅つき会
秋 運動会，芋ほり，みかん狩り，園外保育 冬 豆まき，ひな祭り，お別れ遠足，卒園式
冬 クリスマス会，もちつき会，発表会，親子給食
冬 お別れ遠足，観劇，豆まき，ひな祭り
・英会話教室（4・5歳） 週1回
・水泳教室（4･5歳）
・体操教室（３・４・５歳）週１回
・英会話教室（4･5歳）
・書道教室（４・５歳）月３回
・書道教室（5歳）
・英語学習教室（5歳）
・体育教室（3・4・5歳）
・保育参観 （年3回）
・お話し会
・誕生会 （毎月）
・誕生会（毎月）
・交通安全教室
・クッキング保育
・クッキング保育
・食育教育
・うどん打ち教室
・陶芸体験
・陶芸体験
・避難訓練
・公開保育
・保育参観

・延長保育事業
・一時預かり事業
・病児保育事業(体調不良児対応型）
・地域子育て支援拠点事業

春
夏
秋
冬
冬

入園式，保育参観，父母の会総会，親子遠足

プール開き，七夕，お泊り保育，夕涼み会

運動会，芋ほり，園外保育，ハロウィン
発表会，クリスマス会，おたのしみ会，餅つき，豆まき

ひな祭り，お別れ遠足，卒園式

・体操教室
・英語教室

・誕生会，クッキング保育，身体測定
・クラス別懇談会
・フリー参観
・家庭教育学級

小美玉市内保育所（園）の紹介
保育所（園）名

さくら第２保育園（私立）

認定こども園

納場保育園（私立）

太陽保育園（私立）

小美玉市飯前1252-3

小美玉市納場111-1

小美玉市鶴田136-5

0299-52-1881

0299-48-1789

0299-48-2253

70名

120名

140名

保育年齢

0歳児～就学前まで

2ヶ月～就学前まで

4ヶ月～就学前まで

保育時間

月～土 7：00～19：00 （延長保育含む）

月～土 7：00～19：00 （延長保育含む）

所

在

地

電話番号
定

員

・延長保育事業
・地域子育て支援拠点事業

特別保育事業

主な年間行事

春
夏
秋
冬

・延長保育事業
・病後児保育事業
・地域子育て支援拠点事業
（・一時保育）

卒・入園式，親子遠足，父母の会総会
七夕集会，夕涼み会，お泊り保育
運動会，芋ほり，園外保育，発表会

春 卒・入園式，保育参観，愛宕山登山，親子遠足，総会
夏 七夕祭，お泊り会，祖父母交流会，夕涼み会
秋 運動会，みこし祭り，山登り，芋ほり，作品展
クリスマス会，餅つき大会，お別れ遠足，豆まき 冬 サッカー・マラソン大会，X マス発表会
冬 節分，もちつき，お別れ遠足、お別れ発表会
その他 季節の行事、市主催行事参加

月～土

7：00～19：00 （延長保育含む）
(短時間は8：30～16：30）

・延長保育事業
・一時預かり事業
・地域子育て支援拠点事業

春 卒・入園式，総会，保育参観，親子遠足，ジャガイモ掘り
夏 七夕集会，ふるさとふれあい祭り参加，縁日ごっこ
秋 運動会，音楽発表会，芋ほり，お別れ遠足
冬 クリスマス会，園外保育，豆まき，お遊戯会

保護者参観誕生会

保育の特色

その他

・戸外遊びを中心としたのびのびした保育
講師指導 ・鼓笛，楽器演奏 随時
・食へ関心を高め，感謝の気持ちを育てる保育 講師指導 ・英会話指導（週１回）
・地域や人との関わりやつながりを大切にする保育。 講師指導 ・茶道教室（月１）
講師指導 ・絵本等お話し会（月１回 １歳～５歳）
講師指導 ・体操教室
・誕生会，クッキング保育，身体測定，避難訓練（月1回） ・放課後学童クラブ（併設型児童館）
・学研わくわく教室（年中・年長組）
・避難訓練，誕生会，お料理体験 （毎月）
・絵本等朗読会・マナーアップ運動，身体測定
・音楽指導（年少・年中・年長）
・体育指導（年中・年長）
・交通安全教室
・高齢者との交流（デイサービスのうば）
・プール遊び
・他園児との交流会
・かすみがうら湖水再生事業参加

・英語教室（外国人の講師）
・鼓笛、和太鼓（講師指導）

月1回
月1回

・スイミング教室（スポーツプラザ山新）月２回

・絵画（講師指導） 月1回
・スポーツ教室（講師指導） 週１回
・誕生会，身体測定，避難訓練 （毎月）
・高齢者施設訪問
・保育参観、講演会、放課後児童クラブ
・マナーアップ運動
・親子クッキング
・交通安全指導
・幼年消防クラブ
・歯みがき教室

小美玉市内保育所（園）の紹介

玉里第二保育園(私立）

四季の杜保育園（私立）

小美玉市田木谷1068-1

小美玉市上玉里1126-1

小美玉市堅倉1570-6

0299-58-4968

0299-58-2643

0299-48-3888

110名

120名

91名

保育年齢

産休明け～就学前まで

産休明け～就学前まで

４ヶ月～就学前まで

保育時間

月～土 7：00～20：00 （延長保育含む）

月～土 7：00～20：00 （延長保育含む）

保育所（園）名 認定こども園
所

在

地

電話番号
定

員

特別保育事業

主な年間行事

保育の特色

その他

玉里保育園（私立）

・延長保育事業
・一時預かり事業
・病後児保育事業
・地域子育て支援拠点事業

春
夏
秋
冬

・延長保育事業
・一時預かり事業
・休日保育事業

（ＡＭ８：００～ＰＭ１７：００）

・病後児保育事業
・地域子育て支援拠点事業

卒・入園式，花祭り，親子遠足，プール開き，じゃがいもほり，きらきらカーニバル
お泊り保育（4・5歳），盆踊り
運動会，マーチングカーニバル，芋ほり，稚児の儀，いも煮会
おもちつき，クリスマス会，豆まき，保育発表会

・子どもは豊かに伸びていく可能性を可能性を秘めています。将来的に，これを引き出し開
花させることができるよう，取組や活動を計画的に行います。
・様々な体験を通して豊かな人間性と生活習慣の基礎をしっかり身につけます。

・体育指導（講師指導），英語指導（外国人の講師），お作法（表千家教授）
・保育参観・講演会
・親子クッキング
・高齢者との交流会・幼年消防クラブ
・マーチングバンド（講師指導），音楽指導（講師指導）
・課外クラブ（サッカー・スポーツ・英語教室・バレエ教室（講師指導）
・放課後児童クラブ・ルンビニーバンド

月～土

7：00～19：00 （延長保育含む）
(短時間は8：30～16：30）

・延長保育事業
・一時預かり事業
・病後児保育事業
・地域子育て支援拠点事業

春
夏
秋
冬

卒・入園式，総会，保育参観，親子遠足
七夕集会
運動会
クリスマス会，園外保育，豆まき，お遊戯会

・リトミック教室 （週1回）
・英語教室 （月1回）
・スイミング教室 （月１回）
・絵画教室 （月1回）
・スポーツ教室 （週１回）
・誕生会，身体測定，避難訓練
・高齢者施設訪問

小美玉市内保育所（園）の紹介

ミーム保育園（私立）

保育所（園）名
所

在

地

電話番号
定

員

保育年齢
保育時間

月～土

認定こども園

小美玉市羽鳥2719-36

小美玉市羽鳥2815-1

小美玉市羽鳥2640-5

0299-28-8222

0299-28-7628

0299-56-6609

90名

100名

57名

2ヶ月～就学前まで

産休明け～就学前まで

1歳～5歳

7：00～19：30（延長保育含む）

・延長保育事業
・地域子育て支援拠点事業

特別保育事業

月～土 7：00～20：00 （延長保育含む）
・延長保育事業
・一時預かり事業
・病後児保育事業
・地域子育て支援拠点事業
・休日保育事業

主な年間行事

保育の特色

その他

春
夏
秋
冬
冬

はとり保育園（私立） （学）幼保連携型認定こども園美野里

卒・入園式、総会、保育参観、親子遠足

七夕祭、盆踊り会、お泊り保育、羽鳥祭り
運動会、山登り、芋ほり、音楽祭、七五三の集い

作品展、発表会、クリスマスの集い
節分の集い、もちつき会、お別れ遠足

・縦割り保育
・少人数制保育
・運動遊び，鼓笛，楽器演奏
随時
・茶道（月１回） ・手作りおやつ
・園外保育（月１回）
・英会話教室（月2回）
・避難訓練 ・お料理体験
・誕生会
・交通安全教室
・身体測定
・他園児との交流会
・高齢者施設訪問
・朗読会
・五節句行事
・マナーアップ運動・地域クリーン作業
・放課後児童健全育成事業

春
夏
秋
冬

月～金 7：30～19：00（延長保育含む）
土
7：30～17：00
・延長保育事業
・地域子育て支援拠点事業

（ＡＭ８：００～ＰＭ１７：００）

卒・入園式，親子遠足

お泊り保育，夏祭り
運動会，おいもほり，祖父母参観
保育発表会，クリスマス会，餅つき，豆まき

春 卒・入園式，ブルーベリー狩り，親子体操，TDL遠足
夏 七夕，すいか割り，夏祭り，水遊び
秋 運動会，園外保育，芋ほり，こどもまつり
冬 餅つき，クリスマス，豆まき，保育参観，発表会

・学校教育と保育を行い，美野里幼稚園，美
・様々な体験を通して人間性と生活習慣の基礎を 野里保育園との異年齢児保育。
・元気にあいさつのできる子。自分の事は自分でできる。
しっかり身につけます。

・子どもは豊かに伸びていく可能性を秘めています。

・人の話をきちんと聞け自分の考えを伝えられる子。
・1人ひとりに寄り添った教育保育を行い，5年間で人間形成の土台を作る。

・高齢者との交流会
・保育参観，講演会
・放課後児童クラブ

・54年目を迎える美野里幼稚園に，保育園を
接続し，地域発の幼保連携型認定こども園
・24時間地中熱利用換気システムで，木造
2階建て，テラスにはお砂場を設置
・体操指導，英会話，音楽教室，鼓笛隊

小美玉市内保育所（園）の紹介
保育所（園）名 認定こども園ルンビニー学園幼稚園（私立）
所

在

地

電話番号
定

員

保育年齢
保育時間

特別保育事業

小美玉市上玉里1137-5
0299-58-2542
20名
3歳～5歳
月～金 7：00～19：00
土
8：00～19：00
・延長保育事業
・一時預かり事業
・地域子育て支援拠点事業

春 卒・入園式，花祭り，親子遠足
夏 じゃがいもほり，きらきらカーニバル
秋 お泊り保育（4・5歳），盆踊り

主な年間行事

運動会，マーチングカーニバル，芋ほり，

冬 稚児の儀，いも煮会
おもちつき，クリスマス会，豆まき，
保育発表会・音楽発表会
・様々な体験を通して豊かな人間性と生活習
慣の基礎をしっかり身につけます。

保育の特色

その他

・体育指導（講師指導），英語指導（外国人の講師）

・お作法（表千家教授）
・マーチングバンド（講師指導）
・誕生会・身体測定・親子クッキング
・高齢者との交流会・小学校との交流会
・幼年消防クラブ・中学生交流・避難訓練
・課外クラブ（講師指導）
サッカー・スポーツ
英語教室・バレエ教室
・防火キャンペーン・マナーアップ運動

