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※新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のた

め、記載されている行事、イベント等が実施

されない場合がありますのでご了承ください。

保育所の紹介
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みなみ保育園
※ みなみ保育園は、認可保育園です。入園申込みから入園決定、保育料の決定まで和光市が行います。

所在地
〒３５１－０１０４

和光市南２－３－３

電話番号 ０４８－４５０－４６４１

FAX 番号 ０４８－４６３－１２００

開設年月日 平成１３年４月１日

運営形態 公設公営

運営 和光市

対象年齢
生後５７日～５歳児（就学前）

定員
０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 合計

１１ １６ １８ ４５ ４５ ４５ １８０

標準保育時間

（月～土）

午前７時００分～午後６時００分までの間の必要な時間。

（勤務時間・通勤時間で算出します）

土曜日の利用は、就労のみとなります。

休園日 日曜日・祝日・年末年始（１２月２９日～１月３日）

時間外保育時間

（月～金）

午後６時００分～午後８時００分までの間の必要な時間。

（勤務時間・通勤時間で算出します）

※１歳未満児の時間外保育は利用できません。

※保育料とは別に下記の時間外保育料がかかります。（夕食費 別途２００円）

※時間外保育の利用・夕おやつ・夕食は、事前の申請が必要です。

標準時間認定 18：00～20：00

7：00～8：30

16：30～18：00
18：00～20：00

０歳児 １・２歳児 ３歳児 ４・５歳児

150円／30分 120円／30分 80円／30分 80円／30分

150円／30分 120円／30分 80円／30分 80円／30分

短時間認定
150円／30分 700円／上限月額 120円／30分 700円／上限月額 80円／30分 540円／上限月額 80円／30分 470円／上限月額

保育料以外の

徴収

（予定）

食材料費（３～５歳児）７，５００円/月

スポーツ振興センター掛け金２４０円/年、園用帽子（１～５歳児）、連絡ノート（０歳児）

連絡ノート用バインダー（１～２歳児）、ＣＤ代（園児のスナップ写真収録希望者のみ）、

保育参加給食代（試食した場合）

その他、行事等により費用負担の必要なものがあります。

職員の職種 園長、副園長、保育士、看護師、（調理員・栄養士委託）

健康管理 身体測定（毎月）・内科健診・歯科健診・手洗い指導・風邪予防指導・歯磨き指導

駐車場 送迎に利用できる駐車場はありますが、行事等では使用できません。
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○保育理念・方針・目標○

保育理念

「私たちは、ゆったりと安心して過ごせる環境を整え、子どもたちが生き生きと育ち、みんなの笑顔あふ

れる保育を目指します。」

基本方針

・子どもが安心して過ごせる環境をつくり、一人ひとりの心に寄り添った保育をする。

・豊かな心とからだ、人として生きる力を育てる。

・家庭と協力し、子育てを共に行う。

・子育て家庭への支援を行う。

・地域に拓かれた保育園づくりをする。

園目標

・こころとからだが元気な子 ・ともだちといっぱい遊べる子

○保育園の特徴○

・「一人ひとりを大切に」を基本に、保護者、子どもの気持ちに寄り添った保育を心がけています。

・子どもたちの豊かな人間性を育み、生きる力を身につけるために「食育」を重視し、栽培活動やクッキング

保育など取り組んでいます。

・保育環境を整備し、子どもたちが自主的に遊べる環境、心地よく生活できる環境づくりを行っています。

・保護者の方とのコミュニケーションを大切にし、保育内容の伝えたり、保育参加を勧めたりしています。

・近隣施設を訪問し、地域の方々とのふれあいを通して、子どもたちの豊かな心が育つように取り組んでい

ます。

・子どもの生活や発達の連続性を踏まえ保育を工夫し、幼稚園・小学校と積極的に交流しています。

○給食○

園内の給食室で調理し、味付、盛付、色彩に配慮し、手作りの給食・おやつを提供しています。

メニューは栄養士が考案し、旬の食材や行事食を積極的に取り入れています。

アレルギー対応の有無 有。 医師の指示書に基づき、原則は除去食対応をしています。

（保護者との面談を実施します）

○その他○

【年間行事】

春： 入園式 クラス懇談会 親子遠足（４～５歳児） みなみっこまつり

夏： プール開き 引き渡し引き取り訓練

秋： 祖父母と遊ぼう会 運動会（３～５歳児） 親子での行事（１～３歳児）

おいもほり（４～５歳児） やきいも会

冬： 大根ほり（５歳児） みなみっこひろば（３～５歳児） クリスマス会

クラス懇談会 節分の集い卒園式 おさんぽ遠足（３・４・５歳児） お別れ会

【その他】

・個人面談

・避難訓練（地震・火災・防犯）

・遊ぼう会（育児相談実施）を５月から２月の期間行い、地域の子と保育園の子と一緒に遊びます。

※保育参加を５月から２月の期間、予約制で行います。（給食・おやつの試食有）
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しらこ保育園
※ しらこ保育園は、認可保育園です。入園申込みから入園決定、保育料の決定まで和光市が行います。

所在地 〒３５１－０１０１

和光市白子３－２９－１０

電話番号 ０４８－４６４－７４００

FAX 番号 ０４８－４６４－０１６０

開設年月日 昭和４８年６月

運営形態 公設公営

運営 和光市

対象年齢 生後５７日～５歳児（就学前）

定員 ０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 合計

６ ８ １５ ２０ ２０ ２１ ９０

標準保育時間

（月～土）

午前７時００分～午後６時００分までの間の必要な時間。（勤務等の状況による）

休園日 日曜日・祝日・年末年始（１２月２９日～１月３日）

時間外保育時間

（月～金）

午後６時００分～午後８時００分までの間の必要な時間。（勤務等の状況による）

※１歳未満児の時間外保育は利用できません。

※保育料とは別に下記の時間外保育料がかかります。

標準時間認定 18：00～20：00

7：00～8：30

16：30～18：00
18：00～20：00

０歳児 １・２歳児 ３歳児 ４・５歳児

150円／30分 120円／30分 80円／30分 80円／30分

150円／30分 120円／30分 80円／30分 80円／30分

短時間認定
150円／30分 700円／上限月額 120円／30分 700円／上限月額 80円／30分 540円／上限月額 80円／30分 470円／上限月額

保育料以外の

徴収

（予定）

食材料費（３～５歳児の給食・おやつの実費負担分）、災害共済保険料２４０円/年、

園用帽子（１～５歳児）、連絡ノート（０歳児）、連絡ノート用バインダー（１、２歳児）、

ＣＤ代（園児のスナップ写真収録、希望者のみ）、保育参加給食・おやつ代（試食した場

合）、その他行事等により費用負担あり

職員の職種 園長、保育士、看護師、事務員、（調理師・栄養士は委託）

健康管理 身体測定・内科健診・歯科健診・手洗い指導・風邪予防指導・歯磨き指導

○保育方針・保育目標○

基本理念

・「私たちは、ゆったりと安心して過ごせる環境を整え、子ども達が生き生きと育ち、みんなの笑顔あふれる保育を

目指します。」

基本方針

・子どもが安心して過ごせる環境をつくり一人一人の心に寄り添った保育をする。

・豊かな心とからだ、人として生きる力を育てる。

・家庭と協力し、子育てを共に行う。

・子育て家庭への支援を行う。

・地域に拓かれた保育園づくりをする。

園目標

・こころとからだが元気な子 ・友だちといっぱい遊べる子
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○保育園の特徴○

・一人ひとりの気持ちに寄り添い、子どもたちの主体性を大切にする保育を行っています。

・子どもたちの豊かな人間性を育み、生きる力を身につけるために「食育」を重視し、栽培活動やクッキング保育な

ど取り組んでいます。

・子どもの興味や関心を尊重し、子ども自ら、やりたいことを見つけ、遊びや生活の中で、試行錯誤しながら、遊べ

る環境をつくり、一人ひとりが愛されている、認められていると感じ自己肯定感を育むことができる保育を目指して

います。

・園行事では子どもが季節を感じ日本文化の体験を通じて心豊かに育って欲しいと願うと共に、行事を通して、子

ども自身が主体的に表現しているか、友だちと話し合い、力を合わせて行う過程や達成感を味わいながら楽しん

でいるか等の視点を大切にしています。

・保護者の方とのコミュニケーションを大切にするため、保育参加や保育士体験を積極的に取り入れたり、保育内

容の伝え方を工夫するなどしています。

・子どもの生活や発達の連続性を踏まえ、保育を工夫し、幼稚園・小学校と積極的に交流しています。

○その他○

障がい児保育・異年齢交流保育を行っています。

《行 事 予 定》

４月 入園を祝う会、クラス懇談会 １０月 運動会、バス遠足（4.5 歳児）

５月 ピクニック（4.5 歳児） １１月 焼き芋会、大根堀り

６月 防災訓練

（総合訓練、消防職員立ち合い）、

歯磨き指導（4.5 歳児）

１２月 わくわくひろば、

クリスマス会、

野菜収穫

７月 夏まつり、プール開き １月 懇談会（5 歳児）

８月 引き取り・引き渡し訓練 ２月 節分・豆まき、

懇談会（0 歳～4 歳児）＆親子で

あそぼう会（0 歳～2 歳児）

９月 祖父母とあそぼう会 ３月 卒園式、お別れ散歩（5 歳児）

○給食○

園内の給食室で調理し、味付、盛付、色彩に配慮し、あたたかい給食を提供しています。メニューは栄養士が考

案し、旬の食材や行事食を積極的に取り入れています。

アレルギー対応の有無 有。医師の指示書に基づき、原則は除去食対応をしています。

（保護者との面談を実施します）

《その他定例的な行事》

毎月：防災訓練（地震・火災訓練）

・保育参加・参観（5 月～3 月）保育士体験を全園児・予約制で実施（おやつ・給食の試食あり）

・お誕生日会（随時）

・地域交流『あそぼう会』（5 月～2 月 8 月は除く）

・近隣幼稚園・保育園・小学校との交流（5 歳児）

・高齢者施設訪問（5 歳児）
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にいくら保育園
※ にいくら保育園は、認可保育園です。入園申込みから入園決定、保育料の決定まで和光市が行います。

所在地 〒３５１－０１１５

和光市新倉１－３６－２

電話番号 ０４８－４６３－２００２

FAX 番号 ０４８－４６３－２０１３

開設年月日 平成１３年４月１日

運営形態 公設民営

運営 社会福祉法人 朝霞地区福祉会

対象年齢 生後５７日～５歳児（就学前まで）

定員 ０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 合計

８ １５ １８ ２２ ２３ ２４ １１０

標準保育時間

（月～土）

午前７時００分～午後６時００分までの間の必要な時間。（勤務等の状況による）

休園日 日曜日・祝日・年末年始（１２月２９日～１月３日）年末保育（12/29.30）

時間外保育時間

（月～金）

午後６時００分～午後８時００分までの間の必要な時間。（勤務等の状況による）

※１歳未満児の時間外保育は利用できません。

※保育料とは別に下記の時間外保育料がかかります。

標準時間認定 18：00～20：00

7：00～8：30

16：30～18：00
18：00～20：00

０歳児 １・２歳児 ３歳児 ４・５歳児

150円／30分 120円／30分 80円／30分 80円／30分

150円／30分 120円／30分 80円／30分 80円／30分

短時間認定
150円／30分 700円／上限月額 120円／30分 700円／上限月額 80円／30分 540円／上限月額 80円／30分 470円／上限月額

保育料以外の

徴収

（予定）

スポーツ振興センター掛け金２４０円/年、カラー帽子、連絡ノート（０歳児用、１，２歳児

用、３歳児以上用、年齢により異なります）、布団レンタル代（希望制・月払いまたは年

払い可）、年間おむつ処理代（０、１歳児対象）、食材料費（３～５歳児、月額制）

その他行事や取り組みにより実費負担の必要な事があります。（例、芋掘りなど）※金

額が変わることがあります

職員の職種 園長、保育士、看護師、栄養士（調理師は委託）

健康管理 身体測定・内科健診・歯科健診・尿検査

○保育理念・保育方針・保育目標○

保育理念

「児童の人権を尊重し、安心安定できる環境をつくり、健やかな成長を支援する」

基本方針

「すべての子どもたちと取り巻く大人が心身ともに元気でいられること」

園目標

明るく素直な子

好奇心旺盛で元気に遊ぶ子

思いやりのある優しい子
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○保育園の特徴○

３,４,５歳児の異年齢グループによる保育を行い、自然な異年齢交流を行います

１,２歳児の少人数グループによる保育を行い、個々に合わせた保育を提供します

丈夫なからだづくりを目指した取り組み（薄着、園舎内は裸足、毎朝の体操などを行っています）

食育に関わる取り組み（畑などで野菜を栽培し観察、収穫、調理などの取り組みにつなげています）

○給食○ 園内の給食室で調理し、あたたかい給食を提供しています。

栄養士がメニューを考案し、旬の食材を生かしたり、豆、乾物などを積極的に取り入れています。

アレルギー対応の有無 有。必要に応じた栄養士との面談実施後、除去食対応を行う。

○その他○

＜ 目指していること ＞

・園庭遊びの充実を目指しています。子どもたちのお気に入りは園庭の築山です。

時間をたっぷり確保し、素材を使って遊具を組み立てて遊べるように園庭には固定

遊具がありません。

・様々な人との関わりを通じて、『自分も大事、人も大事』と思える事を目指しています。園開放で地域の方と

一緒に遊んだり、お年寄りの施設を訪問したり、学童クラブや小学校との交流も行います。

＜ 1 日の流れ ＞

９：００～体操（毎朝、館内放送で体操の曲が流れます。体を動かして１日のスタートです）

クラスごとに朝の会を行い、活動が始まります。

１１：００～昼食（年齢に応じ開始時間は異なります。５歳児は配膳活動を手伝います）

１２：３０～午睡（年齢に応じ入眠時間は異なります）

１５：００～おやつ

１６：００～合同保育（お迎えを待って順次帰ります）

＜ 主な行事 ＞

保護者参加行事

運動会（２歳以上対象）、発表会（３歳以上対象）、

世代間交流（３歳児以上対象、おじいちゃんおばあちゃんをお呼びします）、

卒園式（５歳児対象）、懇談会（全クラス年２回）、個別面談（年１回以上、全園児対象）

保育士体験（何回でも自由参加）

季節行事他

園外保育（４,５歳児対象）、お泊まり保育（５歳児対象）、じゃがいも掘り、七夕、もちつき会、節分など

＜ 地域支援事業 ＞

園開放（にこにこデー、年間３０回、４，８，３月以外はほぼ毎週実施しています。予約は不要ですが、ミニ講

座の際は予約制です。）

※クローバーグループ（ネウボラ課に協力し月 1 回、親子育児支援教室を開いています）

※印の事業は、対象者が限られる事業ですがお気軽にご相談ください。
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ほんちょう保育園
※ ほんちょう保育園は、認可保育園です。入園申込みから入園決定、保育料の決定まで和光市が行います。

所在地 〒３５１－０１１４

和光市本町３１－１８

電話番号 ０４８－４６５－５２００

FAX 番号 ０４８－４６５―５８８７

開設年月日 昭和５８年４月

運営形態 公設民営

運営 社会福祉法人 朝霞地区福祉会

対象年齢 生後５７日～５歳児（就学前）

定員 ０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 合計

６ ８ １５ ２０ ２０ ２１ ９０

標準時間保育（月～土） 午前７時００分～午後６時００分までの間の必要な時間。（勤務等の状況による）

休園日 日曜日・祝日・年末年始（１２月２９日～１月３日）

時間外保育時間

（月～金）

午後６時００分～午後８時００分までの間の必要な時間。（勤務等の状況による）

※１歳未満児の時間外保育は利用できません。

※保育料とは別に時間外保育料がかかります。

標準時間認定 18：00～20：00

7：00～8：30

16：30～18：00
18：00～20：00

０歳児 １・２歳児 ３歳児 ４・５歳児

150円／30分 120円／30分 80円／30分 80円／30分

150円／30分 120円／30分 80円／30分 80円／30分

短時間認定
150円／30分 700円／上限月額 120円／30分 700円／上限月額 80円／30分 540円／上限月額 80円／30分 470円／上限月額

保育料以外の

徴収

（予定）

スポーツ振興センター掛け金２４０円/年、ストラップ式ネームカード、カラー帽子、連絡

帳（年齢により異なります）、クレヨン（３歳児）、じゃがいも堀り（４、５歳児）、紙おむつ

処理代（０,１歳児）、親子遠足保護者分（５歳児）、保育参加等保護者食事代、卒園文

集代（５歳児）、食材料費（３歳児以上、月額制）その他行事や取り組みなどにより実費

負担の必要なことがあります。

職員の職種 園長、保育士、看護師、栄養士（調理師は委託）、事務員

健康管理 身体測定・内科健診・歯科健診・乳児健診（０歳児のみ）

○保育理念・方針・目標○

保育理念 子どもの人権を尊重し、安心安定できる保育環境を整え、健やかな成長を支援する

保育方針 安全に配慮した環境の設定と健やかな成長への支援を行う

人との関わりの中で自分と人を大切にする心を育てる

様々な体験を通し豊かな感性と創造性を培う

園と保護者が子どもの成長について共通理解をもつ

保育目標 一人ひとりの個性を尊重していく

豊かな感性、生きる力を育てる

子育て家庭の支援を行う

○保育園の特徴○

０～２歳児：個々の発達に応じた要求に寄り添い、個性を受けとめる。

３～５歳児：遊びを通して異年齢活動やクラス活動、地域との交流等で、様々な人との関わりを経験し、

健康な心の成長を育む。
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○給食○

園内の給食室で調理し、温かい食事を提供します。

メニューは、旬の食材や行事食など積極的に取り入れています。

離乳食は栄養士と保育士、看護師が連携し、家庭との情報交換のもと、子どもの発達に合わせた内容で

進めます。

アレルギー対応の有無 有。医師の指示書に基づき、原則は除去食対応をしています。

（保護者との面談を実施します）

○その他○

＜食 育＞

・季節野菜や果実の栽培と収穫

・流しそうめん、秋刀魚の塩焼き、じゃがいも掘り、みそ作り、もちつき

・調理保育（食材を知る、作って食べる楽しみ、感謝の気持ち）

＜世代間交流＞

・朝光苑デイサービスセンター交流（４歳児）

・本町小喫茶サロン利用者交流（５歳児）

・茶道（５歳児）

・おじいちゃんおばあちゃんの日（４、５歳児）

＜地域交流＞

・絵本とお話の会ボランティア･･絵本、紙芝居、パネルシアター、素話など

・地域施設見学･･消防署等、市内の公共機関見学

・あそぼう会･･地域の親子に園を開放し、園で行っている遊びや、季節行事などを楽しむ

・子育て情報広場･･地域の親子を対象に、子育て情報の紹介、座談会など。

＜障害児保育＞

・同年齢のクラスにて、個々に配慮した保育

＜育成一時保育＞

（発達の遅れを有する、医療面等での特別な配慮を必要としない児童対象）

保護者の家庭保育に伴う心理的、肉体的負担等の軽減、リフレッシュ等

★年間行事★

春／夏 ： 懇親懇談会（各年齢クラスごと）・じゃがいも掘り・ありがとうの日・保育参加・個別面談

お泊まり保育（５歳児）・流しそうめん・わっこまつり・七夕

秋 ： 敬老の日・焼き芋会・運動会・勤労感謝の日・保育参加・個別面談

冬／春 ： 懇談会(全クラス)・お楽しみ発表会・もちつき会・節分・ひな祭り・卒園式・思い出親子遠足（５歳

児）

＊火災・地震避難訓練（毎月交互に実施） ＊防犯訓練（年３回）

ＨＰ：ホームページは、「ほんちょう 福祉会」で検索
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ひろさわ保育園
※ひろさわ保育園は認可保育園です。入園申込みから入園決定、保育料の決定まで和光市が行います。

○保育園の特徴○

・ 保育方針を基本に、保護者、子どもに寄り添った保育を心がけています。

・ 発達に合わせた保育とし、各年齢ごとの保育をしています。（合同保育ではない）

・ 文字あそび 線あそび 年中・年長児クラス／月１～２回程度

・ 地域との交流（あいさつ運動・あそぼう会など）

・ 食育活動（野菜栽培・調理保育）

・ エコロジー活動（ごみの分別・廃材利用製作・牛乳パックやペットボトル回収協力等）

所在地 〒３５１－０１０６

和光市広沢 １－２

電話番号 ０４８－４６１－１０４３

FAX 番号 ０４８－４６７－１０８６

開設年月日 平成１３年４月

運営形態 民設民営

運営 社会福祉法人 なかよし会

対象年齢 生後５７日～５歳児（就学前）

定員 ０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 合計

１５ １８ １８ １９ １９ １９ １０８

標準保育時間

（月～土）

午前７時００～午後６時００までの間の必要な時間。（勤務等の状況による）

休園日 日曜日・祝日・年末年始（１２月２９日～１月３日）

時間外保育時間

（月～金）

午後６時００～午後８時００までの間の必要な時間。（勤務等の状況による）

※１歳未満児の時間外保育は利用できません。

※保育料とは別に時間外保育料がかかります。

☆１９時以降の夕食提供⇒１食２００円 ☆１８時半以降の間食提供⇒１食５０円

※今後 2022 年度を目途に料金を改定する予定

保育料以外の

徴収

スポーツ振興センター掛け金２４０円/年、紙オムツ処理代（オムツ使用児のみ）、その

他年齢によって必要なものや、行事等により費用負担の必要なものがあります。

食材料費７，５００円（３～５歳児）

職員の職種 園長、保育士、調理師、栄養士、看護師

健康管理 身体測定・内科健診・歯科健診

○保育理念・方針・目標○

保育理念 生きる力 育む愛

保育方針 発達に応じた保育・子ども主体の保育・子どもの気持ちを受容する保育

園目標 自己肯定感を持てる子どもを育てる
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○給食○

自園給食です。メニューは栄養士が考案し、旬の食材や行事食を積極的に取り入れています。

アレルギー対応の有無 有。医師の指示書に基づき、原則は除去食対応をしています。

（保護者との面談を実施します）

○その他○

保育内容

《０歳児》 見守られているという安心感の中で、触れ合い、遊びを楽しみ、身近なものに対する

好奇心や興味が育つようにする。

《１歳児》 新しいことに興味を示し、いたずらが十分できる環境の中で、友達や保育士と一緒に

楽しんで、遊びながら子ども同士の関わりを広げていく。

《２歳児》 反抗したり、自己主張をすることができる環境の中で自分からしてみようとする気持

ちを大切にする

《３歳児》 「なぜ？」 「どうして？」 という好奇心が広がるような経験をたくさんし、友達

との触れ合いの中で簡単な決まりを身につけていく。

《４歳児》 友達との関わり合いを経験する中で、相手の気持ちを理解できるようになり、集団で

活動することの楽しさを味わう。

《５歳児》 欲求や思いを充分に表現できる温かい雰囲気の中で、個人や社会生活に必要な習慣や

態度が身につくようにする。生き物の世話や給食の配膳、掃除などを積極的に取り入れる。

年間行事

○身体測定(月１回) 内科検診(年２回・０歳児のみ年６回) 歯科健診(年１回)
○避難訓練(月１回 火災・地震・不審者等実施)
○誕生日会は、個々を大切に考え、誕生日当日にクラスでお祝いしています

○育児相談・栄養相談・健康相談・保育参加等は随時受け付けております

○あそぼう会（園庭解放）等で地域の方と交流しております

《夏》

七夕週間

夏まつり

プールあそび(着衣泳年 1 回実施)
わくわく保育（５歳児）

《春》

新しいお友だちを迎える会

端午の節句週間

クラス懇談会

歯磨き集会

内科健診・歯科検診

《冬》

手洗い・うがい集会

冬のお楽しみ会

節分週間

大きくなったね会（０～２歳児）

保育発表会(３～５歳児）

クラス懇談会

ひなまつり週間

おもいで遠足（５歳児）

卒園式

《秋》

祖父母交流会

運動会（３～５歳児）

西大和団地まつり（５歳児）

お月見週間

お店屋さんごっこ

ハロウィン
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（内３名は入園予約※）

キッズエイド和光保育園
※キッズエイド和光保育園は、認可保育園です。

入園申込みから入園決定、保育料の決定まで和光市が行います。

所在地 〒３５１－０１１４

和光市本町３１－６ ＣＩハイツ内

電話番号 ０４８－４６０－１０６８

FAX 番号 ０４８－４６０－１０６９

開設年月日 平成１５年４月１日

運営形態 民設民営

運営 ＮＰＯエイドセンター

対象年齢 生後５７日～５歳児（就学前）

定員 ０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 合計

９ １２ １５ ２４ ２５ ２５ １１０

※入園予約とは、出産後に職場に復帰する保護者への支援として

子が 1 歳に達するまで育児休業を取得してから入園できる制度です。

標準保育時間

（月～土）

午前７時００分～午後６時００分までの間の必要な時間。（勤務等の状況による）

休園日 日曜日・祝日・年末年始（１２月２９日～１月３日）

時間外保育時間

（月～土）

【短時間認定】

18:00 以降の延長保育は、標準認定に準じる

【標準時間認定】

（対象年齢：0 歳児～5 歳児、勤務の状況による）（保育料（軽食含）：30 分単位

19：01～19：30 まで夕食：200 円/食、19：01～希望者に夕食

※キッズエイド和光保育園の時間外保育は満 1 歳（1 歳のお誕生日）から利用できます。

保育料以外の

徴収

（予定）

食材料費（３～５歳児）、スポーツ振興センター掛け金２４０円/年、園用帽子９５０円、防

災ずきん２，５８０円、 オムツ処理費（０～２歳児）、その他年齢によって必要なものや、

行事等により費用負担の必要なものがあります。

職員の職種 園長、保育士、調理師、栄養士、看護師、事務員

健康管理 身体測定・内科健診・歯科健診

０～２歳児 ３歳児 ４歳児以上

7:00～8:30

16:30～18:00

１，７００円／月 １，３００円／月 １，１００円／月

０歳児 １～２歳児 ３～５歳児

18:00～19：30 ［日額］２５０円／３０分

［月額］２，７００円／３０分

［日額］２００円／３０分

［月額］２，４００円／３０分

［日額］１５０円／３０分

［月額］２，０００円／３０分

○保育目標○ 1．健康な子どもの育み

２．豊かに感じる心を持つ子どもの育み

３．友達と一緒に楽しく遊べる子どもの育み

４．自分の思っていることを伝えられ、相手の意見を聞こう…とする子どもの育み

和光市駅

ローソン

ローソン本田技研

キッズエイド和光保育園

（ダイソー2階）

サミット
和光市郵便局

シーアイハイツ
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○保育園の特徴○

キッズエイドでは子どもの安全を第一に「育み」を大切にした保育を行っております。また春、夏、秋、

冬それぞれの季節や日本文化を大切にした活動にリトミックや幼児体操、無理なく数や文字を取り入

れています。さらに子どもの一人一人の個性と集団生活の中で育ち合う事を大切にします。

○給食○

離乳食、完全給食、アレルギー対応食等を園内給食室で調理し、温かい給食を提供しています。

献立は和食を中心に、旬の食材や行事食を積極的に取り入れています。

アレルギー対応の有無 有。 医師の指示書に基づき、原則は除去食対応をしています。

（保護者との面談を実施します）

○その他○

キッズエイドの年齢別テーマ

【2ヶ月～6ヶ月児】

家庭との連携を密に行いながら、保健、安全に十分配慮し、発育の個人差に応じた保育を行います。

【6ヶ月～1歳3ヶ月児】

身近な人を区別できるこの時期、保育士と関われる環境を整えます。

【1歳3ヶ月～2歳児】

園児の安定を図りながら、独立して物事をしようとする自立性を促します。

【2歳児】

活動が活発になるため、物などの安全面に注意しながら、保育に努めます。

【3歳児】

丁寧な対応と社会化の第一歩として基本的な生活習慣（食事・睡眠・衣服の着脱・衛生観念）の指導を

行います。

【4歳～5歳児】

個性を理解・尊重しながら、身辺生活が自立できるよう、日常生活における基本的生活習慣「躾」や、人

に対する適切な態度や行動の仕方を身につけるための指導を行います。

キッズエイドのポイント

リズム活動★ 音楽に合わせて歌ったり、手遊びしたり、全身を使った表現を楽しみます。

クッキング★ 直接食材にふれ、作り、食べる喜びを味わいます。

イングリッシュ★ 歌やごっこ遊び、ゲームを通して、英語を楽しみながら学びます。

キッズ体操★ 運動遊びを通して楽しく体を動かし、基礎体力を作ります。一人一人に合わせて、無理の

ない運動を楽しみます。

造形教室★制作を通し自分と向き合い、イメージを形にする楽しさを味わいます。

農業体験★ 土に触れ、自分たちの手で育てた野菜を収穫し、その喜びを味わいます。時には土遊びを

楽しみます。その他、地域の指導者に指導を受け味噌作りを体験します。作った味噌は翌年の給食で使

用しています。

スタッフ★ 施設長（園長）、主任保育士、保育士、看護師、管理栄養士、調理師、カウンセラーがお子さ

んを守ります。

あんしんシステム★ 門扉、玄関のオートロックシステム、防犯カメラ、地震予知システム

この他、スタッフと保護者が協力して安全点検委員会、健康管理委員会の活動を行っています。
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和光駅前保育園

※和光駅前保育園は、認可保育園です。入園申込みから入園決定、保育料の決定まで和光市が行います。

所在地 〒３５１－０１１５

和光市新倉１－２－６７

和光駅前ビル２Ｆ

電話番号 ０４８－４６１－２１２０

FAX 番号 ０４８－４６１－２１２０

開設年月日 平成１８年４月１日

運営形態 民設民営

運営 医療法人社団 喜恵会

対象年齢 生後５７日～２歳児まで

定員 ０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 合計

５ ７ ８ ― ― ― ２０

標準保育時間

（月～土）

午前７時００分～午後６時００分までの間の必要な時間。（勤務等の状況による）

休園日 日曜日・祝日・年末年始（１２月２９日～１月３日）

時間外保育時間

（月～金）

午後６時００分～午後８時００分までの間の必要な時間。（勤務等の状況による）

※保育料とは別に時間外保育料がかかります。

(就労証明をもとに保育時間を園で決定いたします)

※和光駅前保育園の時間外保育は、満 1 歳（１歳のお誕生日）から利用できます。

保育料以外の

徴収(予定)

外遊び用帽子代、連絡帳代、写真代(希望者のみ)、布団リース代(毎月)、水分補給用

コップ代、おむつ処理代(おむつ使用児のみ毎月)
職員の職種 園長、保育士（調理師・栄養士は委託）、保育補助

健康管理 身体測定、内科健診、歯科健診

区分 年齢 形態

利用時間帯別料金

保育短時間 保育標準時間

7:00 ～

8:30

16:30 ～

18:00

～18：30 ～19：00 ～19：30 ～20：00

3 号

認定

0 歳児 日額 ３０分 ４００円 400 円 800 円 1300

円

1800

円

月額 朝 30分 800円

夕 30分 2000円

2000

円

4000

円

6000

円

8000

円

１・２

歳児

日額 ３０分 ３００円 300 円 600 円 1100

円

1600

円

月額 朝 30分 700円

夕 30分 1500円

1500

円

3000

円

4500

円

6000

円

-15-
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○保育目標・方針○

保育目標 人や自然とのかかわりの中で、「心身ともに健康」で「心豊かで思いやりのある子」を育成する

保育方針

・あそびは子ども達のたくましい体と望ましい心の発達に欠くことのできない栄養源。くつろいだ雰囲気の中

でのびのびとあそぶことに保育の主眼をおいています。

・保育士やお友達、地域とのかかわりの中で、他に親切で素直に感謝できる心を育てます。

・豊かな四季の移り変わりを子ども達自身が肌で感じ、自然の持つ不思議さなどに気づくよう導いています。

・天真爛漫で子どもらしい心を大切にしながら、日常生活に必要な基本的習慣や態度を、子ども達の発達段

階に応じて身に付けていくよう導いていきます。

・子どものもつ興味や関心を大切にして、自主的・自発的に活動し、思考力の芽生えを培っていきます。

・集団生活を通して、自主・協調などの社会的態度や、道徳性の芽生えを培っていきます。

・リズム遊びや製作などの様々な表現活動を通し、豊かな情操と創造性を身につけ、発達段階に応じて正し

く豊かな言葉を身につけていきます。

○保育園の特徴○

・保護者の方との連絡を密にし、子ども一人ひとりの個性や育ちを受け止め、個人差に十分配慮しながら保

育をしています。

・園でのお子さんの様子や保育士の役割をより理解していただけるよう、「一日保育士体験」を行っていま

す。

・２歳児クラスでは食育の一環として野菜の栽培や収穫、調理保育なども取り入れています。

○給食○

・栄養のバランスはもちろんのこと、豊かな心を育てる（食べ物を通して味覚や嗅覚色彩感覚などの感性を

育てる）、 社会性を養う（食事を通して友達との会話や食事のマナーの基礎などを身に付けていく）なども

考慮しています。

・離乳食も含め完全給食で、自園で調理しています。

・離乳食は一人一人に合わせて保護者の方と相談しながら進めていきます。

・給食は（株）松美屋に業務委託しており、メニューは常駐する栄養士によるオリジナルメニューです。

アレルギー対応の有無 有。医師記載の「保育園における生活管理指導表（食物アレルギー）」に基づき、

保護者との面談の上、原則は除去食対応しています。

【 年間行事予定 】

春・・・入園進級式 こどもの日の集い 内科健診 歯科検診 クラス懇談会

夏・・・七夕の集い プール遊び

秋・・・引取り引き渡し訓練 十五夜 七五三 ２歳児遠足 内科健診

1日保育士体験

冬・・・クリスマス会 生活発表会 節分 ひなまつりの集い クラス懇談会

２歳児修了式

※ その他、誕生日会・身体測定・避難訓練・０歳児健診を毎月行っています。
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下新倉みどり保育園
※下新倉みどり保育園は、認可保育園です。

入園申込みから入園決定、保育料の決定まで和光市が行ないます。

所在地 〒３５１－０１１１

和光市下新倉５－１３－１０

電話番号 ０４８－４５１－６４３３

FAX 番号 ０４８－４５１－６４０２

開設年月日 平成１８年７月１日

運営形態 民設民営

運営 社会福祉法人 翠生会

対象年齢 生後５７日～５歳児(就学前)

定員 ０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 合計

６ ８ １０ １２ １２ １２ ６０

標準保育時間

(月～土)

午前７時００分～午後６時００分までの間。（勤務時間＋通勤時間）

休園日 日曜日・祝日・年末年始（１２月２９日～１月３日）

時間外保育時間

(月～金)
延長保育定員 1日

12 人。スポット利

用は、2日前までに

申し込み。当日申

込みの場合は※印

料金となります。

午後６時００分～午後７時００分までの間の必要な時間。（勤務等の状況による）

※保育料とは別に時間外保育料がかかります。

0 歳児クラスのお子様は、満 1 歳から、利用可能となります。

18:00〜18:30 18:30〜19:00

月額 3,300円 4,400円

日額

月額 2,750円 3,850円 児童の区分 15分まで 15分以上（30分毎）

日額 0・1歳児 左記表、参照 1,760円

月額 2,200円 3,300円 2・3歳児 左記表、参照 1,320円

日額 4・5歳児 左記表、参照 880円

児童の区分           ※　当日急な利用料金は、

    　下記、超過保育料金になります。

220円/15分

165円/15分

110円/15分

0・1歳児　　　　

クラス

2・3歳児　　　

クラス

4・5歳児　

クラス

保育料以外の

徴収

（予定）

食材料費（３～５歳児）、保険掛け金２４０円／年、カラー帽子、連絡帳、バインダー、布

団リース代（クリーニング代、布団乾燥代含み）１,３００円／月・兄弟割引あり(２組目１,０
００円)、オムツリース代（使用児のみ）、絵本代３００円／月、その他。

職員の職種 園長、保育士（調理員・栄養士は委託）、事務員

健康管理 身体測定（毎月）・内科健診（年２回）・歯科健診（年１回）

入園前健診（０歳児のみ）

○保育理念・方針・目標○

保育理念

◎みんなの笑顔いっぱい ◎豊かな心・からだ・生きる力を育てる

保育方針

人と人との触れ合い（親子・友だち・地域）の中での仲間作りの大切さを伝え、支えていきたい

保育目標

・健康な体づくり

・子どもと関わる全ての人が寄り添い、共に歩む

・遊びや生活、地域を通して思いやりと優しい心を育てる
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○保育園の特徴○ ※新型コロナウイルス感染症等の影響で交流は中止となる事があります。

・同敷地内に高齢者施設があり、日頃から接する機会が多く、幼児クラスはおやつ交流等を行っています。

・子どもたちには、食に意識を持ち楽しく食べる体験を深め「食を営む力」の基礎を培うを目標に、園内外の

畑で野菜作りをし、調理保育に取り組んでいます。

・絵本の年間購読で、園生活で読んでいる絵本を家庭でも親しんでもらい、親子のよりよい関係作りのひとつ

として役立てていただいています。

・毎週木曜日、午後２時から６時に、臨床心理士による相談を行っております。（無料・在園児外も可）

○給食○

園内の給食室で調理し、手作りの季節感のある食事・離乳食・おやつを提供しています。献立は、栄養士が

たてます。子どもたちが興味を持つ様々な工夫をし、旬の食材を積極的に取り入れています。

アレルギー対応の有無 有。医師の指示書に基づき、除去や代行食品対応をしています。

（保護者との面談を実施します）

【年間行事】※新型コロナウイルス感染症の影響で集会形式及び保護者参加型行事は見合わせています。

・入園の日 ・引き取り訓練 ・もちつき

・あそびにきませんか（自由参加） ・おじいちゃまおばあちゃま参観日 ・豆まき

・じゃがいも掘り（４,５歳児） ・ファミリーフェスティバル（２～５歳児親子） ・ひなまつり

・夏まつり（全園児親子） ・お楽しみ会（全園児親子） ・卒園式（５歳児親子）

・七夕 ・クリスマス会 ・お別れ会

・プール開き ・入園面接

【毎月の行事】

・身体測定（０歳児月 2 回） ・避難訓練 ・あそぼう会 ・おやつ交流

・ＥＣＣ英語レッスン（４歳・５歳クラス月 2回、３歳・２歳クラス１０月～３月・月２回・午前中）
（ＥＣＣ課外レッスンも行っています。１５時半以降の課外レッスンは個人申込みです。）

～*～*～*～*～～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～

○取り組み○ ※上記に同じ。

<あそびにきませんか> 地域交流行事として、ゲームコーナー、食べ物コーナーなどで楽しんでいただい

ています！

<おじいちゃまおばあちゃま参観日> 子どもたちの祖父母の方々と一緒に行うカレー作りやさんぽ・色々なあ

そびを一緒に楽しみます。

<一日保育士体験> 園での子どもたちの様子を見ていただきます。（幼児クラス５～９月、乳児クラス６～１０

月予約制。給食は実費徴収）

<地域交流> ・同敷地内高齢者施設をはじめ、近隣の施設へも訪問しています。七夕飾り、年賀状を作り

届けたり、子どもたちの笑顔を届けることで大変喜ばれています。

・近隣の保育園や、やまと幼稚園とも交流を深めています。（お友だちが増えたと、子ど

もたちも嬉しそうです。）

<豆まき> 鬼の嫌いな鰯を炭で焼いて食べ、皆で豆をまき、鬼退治をします。

<懇談会> 各クラス懇談会（４月・２月） 個人面談５～１１月実施。

※行事は、園の状況により

変更することがあります。
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ハレルヤ保育園
※ ハレルヤ保育園は、認可保育園です。入園申込みから入園決定、保育料の決定まで和光市が行います。

所在地 〒３５１－０１１５

和光市新倉５－９－９２

電話番号 ０４８－４５１－５３００

FAX 番号 ０４８－４５１－５３３０

開設年月日 平成１９年６月 1 日

運営形態 民設民営

運営 社会福祉法人 白百合会

対象年齢 生後５７日～５歳児(就学前)

定員 ０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 合計

５ ８ １０ １１ １３ １３ ６０

通常保育時間(月～土) 午前７時００分～午後６時００分までの間の必要な時間。（勤務等の状況による）

休園日 日曜日・祝日・年末年始（１２月２９日～１月３日）

時間外保育時間

(月～金)

午後６時００分～午後７時００分までの間の必要な時間。（勤務等の状況による）

※保育料とは別に時間外保育料がかかります。

時間外保育は、満 1 歳（１歳のお誕生日）から利用可。

保育料以外の

徴収（予定）

食材料費（３～５歳児）、カラー帽子、連絡帳、おはようブック（３歳～５歳のみ使用）、その

他年齢によって必要なものや、行事等により費用負担の必要なものがあります。

職員の職種 園長、保育士、調理員、栄養士、用務員、事務員

健康管理 身体測定・内科健診・歯科検診

○保育理念・方針○

保育理念

乳幼児期の心の育ちを支えるキリスト教保育を実践し、聖書の御言葉を心の糧とし、愛され、

愛することにより生きる力を培う保育。

保育方針

１．神様の愛を知り、人の過ちを許す心を育む。

２．子どもの心や個性を大切にし、一人一人の持っている能力をのばす保育。

３．与えられている喜びを感じ、感謝の気持ちを持つ子どもに育てる。

４．豊かな自然のなかでのびのびと遊び、明るく元気な子どもに育てる。

５．相手の気持ちがわかる心のやさしさ、困難を乗り越える心のたくましさを育てる。

認定

区分
年齢

利用

形態

利用時間帯別料金

保 育 短 時 間

保育標準時間
7：00～

8：30

16：30～

18：00
～18：30 ～19：00

３号

認定

０歳児
日額

７００円（月額）
300円 600円

月額 3,000円 4,000 円

１・２歳

児

日額
７００円（月額）

250円 500円

月額 2,500円 3,500 円

２号

認定

３歳児
日額

５４０円（月額）
200円 400円

月額 2,000円 3,000 円

４歳以上

児

日額
４７０円（月額）

200円 400円

月額 2,000円 3,000 円

１8時以降の軽食提供 あり



- 57 -

入園式

健康診断、歯科検診

春の遠足（４～５歳児）

たけのこほり、交通安全教室

じゃがいもほり

プール遊び

ぶどう狩り、防犯指導

夏のおたのしみ会（5 歳児）

引き取り、引き渡し訓練

祖父母とのふれあい会

秋の遠足（4～５歳児）

運動会 ・ ピクニック（１,２,３歳児）

さつまいもほり（４～５歳児）

消防訓練（消防署職員による指導）

大根の収穫（5歳児）

健康診断

クリスマスお祝い会

卒園遠足（５歳児）

イースターお祝い会

卒園式

【年間行事】（行事は状況により中止することもあります）

〈毎月の行事〉・お誕生日会・避難訓練・園庭開放（あそぼう会）・食育（調理保育等）

〈保育参加 年２回〉・一日保育士体験（希望者には、給食試食あり。給食費実費徴収。）

〈異年齢保育〉・クラス枠にとらわれず、異年齢でのたてわり保育を実施しています。

〈布団〉・毎月１回布団乾燥を行っています（無料）

〈保険〉・保険に加入しています

○保育園の特徴○

１．音楽を通じた保育が盛んです。歌、ピアノ、リトミック、器楽合奏、鼓笛隊など色々な楽器に親しみ、

また子どもの個性を引き出し音楽表現を楽しみます。

２．年長児を対象に、ひらがなあそびや数あそびを実施しています

３．食育に力を入れており、時には子ども達が種から育てた野菜を使った、おいしい献立もあります。

行事食や普段の給食でも、離乳食、アレルギー対応食など、栄養士によるバランスのとれた食事を

提供しています。

４．調理保育（ホットケーキ、お好み焼き、うどん、味噌汁など）も行っています。

○給食○

園内の給食室で調理し、あたたかい給食を提供しています。 メニューは栄養士が考案し、旬の食材や行事

食を積極的に取り入れています。 お誕生日会特別メニューも有ります。

アレルギー対応の有無 有。 医師の指示書に基づき、原則は除去食対応をしています。

（保護者との面談を実施します）

春
夏 

秋 冬
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ゆめの木保育園
※ ゆめの木保育園は、認可保育園です。 入園申込みから入園決定、保育料の決定まで

和光市が行ないます。

所在地 〒３５１－０１０１

和光市白子２－１４－６２

電話番号 ０４８－４６３－８７９１

FAX 番号 ０４８－４６３－８７９３

開設年月日 平成２０年４月１日

運営形態 民設民営

運営 社会福祉法人 赤い鳥保育会

対象年齢 生後５７日～５歳児(就学前)

定員 ０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 合計

６ １５ １５ １８ １８ １８ ９０

標準保育時間

(月～土)

午前７時００分～午後６時００分の間の必要な時間。（勤務等の状況による）

休園日 日曜日・祝日・年末年始（１２月２９日～１月３日）

時間外保育時間

(月～金)

午後６時００分～午後８時００分の間の必要な時間。（勤務等の状況による）

※保育料とは別に時間外保育料、夕食・補食費がかかります。

※全園児対象一律 200円/３０分、2,000円/30分月額

●補食 100円/１食 1,500円/月額（１８：３０以降お迎えの家庭対象）

●夕食 300円/１食 4,000円/月額（１９：３０以降お迎えの家庭対象）

保育料以外の徴収（予定） 食材料費 7,000 円/月（３～５歳児）

希望特別保育（４，５歳児スイミング他）※令和２年度はスイミングは行えませんでした。

職員の職種 園長、保育士、（調理員・栄養士は委託）

健康管理 身体測定・内科健診・歯科健診

○保育理念・保育方針○

保育理念

－愛されている実感！それが子どもの育つ栄養－

子どもが人として生きていくための基本的な力を能動的に育むために有効な援助を行うことを保育の基本

と考える。

保育方針

－誉める保育－

保育者は自身の「誉める義務」と子どもの「怒ってもらえる権利」を用いて保育を実践します。

－関わる力の育つ保育－

保育者の優しく丁寧な関わりからコミュニケーション能力を高める保育を実践します。

－自発的な子どもに育つ保育－

子どもたちが主役として生活できる人的・物的な保育環境を提供します。

ゆめの木保育園
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－子どもの主体性が尊重される保育－

子どもの個々の発達に合わせた保育を実践します。

－保育者チームによる見守る保育－

複数の保育者がクラスを担当し、相互連携して観察者の役割を遂行しながら保育を実践します。

－適切な保育環境での保育－

子どものからだと知恵が育ち、友だちと関わる力が強化される保育環境を提供します。

○給食○

園内の給食室で調理し、あたたかい給食を提供しています。

アレルギー対応の有無 有。医師の指示に基づく。

○その他○

☆０・１歳児の保育：子ども一人ひとりの活動が保障され、保育者に見守られながら、安心できる環境

の中で、遊び・食事・休息を通じて保育園生活を過ごします。

☆２～５歳児の保育：一人ひとりの活動から集団の活動へ移行する中で、自ら意欲的に様々な活動に

取り組んでいき、健やかに心とからだを育みます。

＜０・１歳クラスの室内＞ ＜２～５歳児クラスの室内＞

☆保育園見学いつでも大丈夫です！気軽にお越し下さい！電話でのお問い合わせもお気軽に！！

※見学の際は事前にご連絡ください。

※細かなご質問もお受けします。

クラスの特徴
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あすの木保育園
※ あすの木保育園は、認可保育園です。入園申込みから入園決定、保育料の決定まで和光市が行います。

所在地 〒３５１－０１１２

丸山台３ー５ー８

電話番号 ０４８－４６５－２１７７

FAX 番号 ０４８－４６５－２１８８

開設年月日 平成２３年４月１日

運営形態 民設民営

運営 社会福祉法人 赤い鳥保育会

対象年齢 生後５７日～５歳児（就学前）

定員 ０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 合計

5 13 13 13 13 13 ７０

標準保育時間

（月～土）

午前７時００分～午後６時００分の間の必要な時間。（勤務等の状況による）

休園日 日曜日・祝日・年末年始（１２月２９日～１月３日）

時間外保育時間

（月～金）

午後６時００分～午後８時００分の間の必要な時間。（勤務等の状況による）

※保育料とは別に時間外保育料、夕食・補食費がかかります。

対象年齢…全園児

日利用…30分毎 200円 補食…100円/回 1500円/月

月利用…30分毎 2000円 夕食…300円/回 4000円/月

保育料以外の

徴収

（予定）

・食材料費 7,000 円/月（３～５歳児）

・他、希望特別保育（スイミング他） ※令和２年度は新型コロナウイルス感染防止の

ため実施していません。

職員の職種 園長、保育士（調理師・栄養士は委託）

健康管理 身体測定・内科健診・歯科健診

○保育目標○

保育目標

あすの木保育園では、子どもたちが生活（遊び）を通じて、生きる力を獲得していけることを目標とし、この

ことを『自発性を生む保育』と呼んでいます。 保育園では、卒園するまでの期間を大きく３段階に分け、

日々の保育を心がけています。

０・１歳児の子どもたちには、子どもたちが保育者に十分受容され、安心できる環境を保障しています。２

歳児の子どもたちは何事にも自分で挑戦しようとする段階です。保育者は自立しようとする子どもたちを見

守り、時には援助することで、子どもたちの生きる力を育みます。

３・４・５歳児は自分のやりたいことを見つけ、満足いくまで取り組むことによって満足感を得ます。そうした

子どもたちは、今度は自分だけではなく、仲間に対しても思いやりの気持ちが芽生えてきます。

あすの木保育園では、このような子どもたちの生活を保障し、子どもたちにとって『大きな家』であるように

と考えています。
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○給食○

園内の給食室で調理し、あたたかい給食を提供しています。

アレルギー対応の有無 有。医師の指示に基づく。

保育室の特徴

○その他○

☆０・１歳児の保育室：子ども一人ひとりの活動が保障され、保育者に見守られながら、安心できる

環境の中で、遊び・食事・休息を通じて保育園生活を過ごします。

☆２～５歳児の保育室：一人ひとりの活動から集団の活動へ移行する中で、自ら意欲的に様々な活動に

取り組んでいき、健やかに心とからだを育みます。

乳児室 ＜０・１歳の保育室＞ 幼児室＜２～５歳児の保育室＞

１室(１階)あります。 ２室（２階）あります。

※クラス名称

０歳児：ひよこ組 ２歳児：あひる組 ４歳児：ぺんぎん組

１歳児：かるがも組 ３歳児：かもめ組 ５歳児：ぺりかん組

※保育室 ＝ クラス名称ではありません。乳児などは大きく逸脱することはありませんが、

子どもの成長（生活）にあわせて保育室を移動し、活動を行います。

☆保育園見学いつでも大丈夫です！気軽にお越し下さい！電話でのお問い合わせもお気軽に！！

※見学の際は事前にご連絡ください。

※細かなご質問もお受けします。
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里仁育舎
り じ ん い く し ゃ

※ 里仁育舎は、認可保育園です。入園申込みから入園決定、保育料の決定まで和光市が行います。

所在地 〒３５１−０１１１

下新倉２-３４-３６

電話番号 ０４８－４２３−７１８４

FAX 番号 ０４８－４２３−７１９４

開設年月日 平成２４年１０月１日

運営形態 民設民営

運営 社会福祉法人 萌樹会

対象年齢 生後５７日～５歳児（就学前）

定員 ０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 合計

５ １１ １１ １１ １１ １１ 60

通常保育時間(月～土) 午前７時００分～午後６時００分までの間の必要な時間。（勤務等の状況による）

※保育短時間（育児休業）は、基本的に 9 時～16 時となります。（応相談）

休園日 日曜日・祝日・年末年始（１２月２９日～１月３日）

延長保育時間

(月～金)

※料金等変更とな

る場合があります

午後６時００分～午後８時００分までの間の必要な時間。（勤務等の状況による）

※保育料とは別に延長保育料（以下表のとおり）、補食費がかかります。

（延長保育は満１歳になってから。補食は１９時以降の方対象。１食２５０円）

保育料以外の

徴収（予定）

レクリエーション損害保険料 60 円/年、帽子、連絡ノート、健康記録ノート、幼児教材

費、茶道・パパイヤ式ダンスレッスン（プリスクール）、園外活動、交通費、論語教材（税

込：1,188 円）、食材料費 7,500 円/月（３～５歳児）等

職員の職種 園長、保育士、栄養士、調理師、事務員

健康管理 身体測定・内科健診・歯科健診

育児相談 随時 要予約

児童の区分 18時～18時30分 18時～19時 18時～19時30分 18時～20時

0～１歳児 月額 3,000円 月額 4,000円 月額 5,000円 月額 6,000円

(R2.4.1現在) 日額 200円/15分

２～３歳児 月額 2,500 円 月額 3,500円 月額 4,500円 月額 5,500円

( R2.4.1現在) 日額 150円/15分

４歳児以上 月額 2,000円 月額 3,000円 月額 4,000円 月額 5,000円

( R2.4.1現在) 日額 100円/15分

○保育理念・保育目標○

保育理念

「里仁為美（仁に里るを美と為す）」（『論語』里仁第四より）

「里仁」とは、「思いやりの心を持つ」という意味で、論語の中で孔子が繰り返し説いている教えです。元気

で、素直で、いっぱい笑って、そしてなにより、思いやりのある人に育ってくれることを心から願っています。

保育目標

・思いやりと自立心を育む ・自分で考え自分で決める力を育む ・「やればできる！！」と思える力を育む
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○保育園の特徴○

・心のよりどころとなる確かな物に幼いうちから触れることが大切と考えます。人格形成の基本となる「論語」

の教えを素読し、自然と身体にしみこんでいくことを願っています。

○入浴○

毎日、お昼寝の前に入浴をします。入浴は心身をリラックスさせ、自律神経の働きを整える効果が期待でき

ます。しっかりと湯船につかって体を温め、丈夫な体をつくることを目的としています。

○給食○

・心身ともに健全であるためには、食は基本となります。地産地消をベースに、五感をフルに使った正しく豊

かな、本当の「美味しい」を、この時期から身につけることを目指します。

・メニューは牛乳・卵・乳製品・及び肉・精白糖を使用しません。野菜を中心に、はい芽米・味噌汁・副食 2～3

品を薄味で提供します。

アレルギー対応の有無 有。医師の診断書に基づいて対応をしています。

○その他○

【保育プログラム年間予定】

【ＦＡＱ】

・送迎用の駐車場がない為、車での送迎は禁止です。

・使用済のオムツは持ち帰って頂いております。

クラス分け ねらい

Infant インファント

（産休明け～１５ヶ月）

乳児の探求する感覚を育てるためのキメ細やかな配慮をし、乳児一人ひとり

の個性を引き出すため、発達行動評価に基づき、保育プログラムを組み立て

ます。

Toddler トドラー

（１６ヶ月～３歳未満）

周りにいる人と影響し合う体験が最も大切な時期です。自分の考えを表現し、

遊びを選択することを学び始めるようになります。遊びを通して学んでいくため

に、遊具や玩具・音楽や絵本等を用いた様々な活動を通して、個性を尊重し、

運動能力を高めながら、言葉の発達や自主性を養っていきます。

Pre-school プリスクール

（３歳～未就学児）

子どもの個性や自主性を重視し社会性を身につけていくための環境づくりとし

て、想像力と活発な遊びを結びつけていきます。豊かな想像力は、物事を表

現する力となり、思いやりを育みます。また、子どもたちがわくわくするような遊

びなどを保育士と一緒に計画することによって、人間関係において重要なコミ

ュニケーション力を育てていくことができます。

春 ・入園式 ・保護者会 ・個人面談

・内科健診・歯科健診

秋 ・ハロウィンパーティー ・社会見学

・地域交流会 ・親子で遊ぼう会

夏 ・夏祭り（保護者主）

・プールあそび

・お泊り保育（５歳児）

冬 ・個人面談・内科健診 ・クリスマス会

・豆まき ・ひなまつり ・卒園遠足

・修了式 ・卒園式

毎月 ・お誕生会 ・避難訓練 ・身体測定

・茶道（３歳児以上）

・パパイヤ式ダンスレッスン（３歳児以上）

年間通し

た活動

・畑・野菜作り ・おやつ作り

・論語の素読 ・科学の時間（週３日）
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諏 訪 ひ か り 保 育 園
※諏訪ひかり保育園は、認可保育園です。

入園申込みから入園決定、保育料の決定まで和光市が行います。

所在地 〒３５１－０１０２

和光市諏訪２－５

電話番号 ０４８－４２３－７６１４

FAX 番号 ０４８－４２３－７８１４

開設年月日 平成２５年４月１日

運営形態 民設民営

運営 社会福祉法人 豊友会

対象年齢 生後５７日～５歳児(就学前)

定員 ０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 合計

８ １２ １５ １５ １５ １５ ８０

標準保育時間

(月～土)

午前７時００分～午後６時００分までの間の必要な時間。（勤務等の状況による）

❈短時間保育 午前８時３０分～午後４時３０分

休園日 日曜日・祝日・年末年始（１２月２９日～１月３日）

時間外保育時間

(月～土)

午後６時～午後８時までの間の必要な時間。（勤務等の状況による）

＊延長保育は満１歳から利用可能となります。

※保育料とは別に時間外保育料がかかります。

保育料以外の

徴収

（予定）

食材料費７５００円/月（３～５歳児）、スポーツ振興センター掛け金２４０円/年、カラー

帽子８８０円、布団リース代（乾燥・交換代込）７５０円/月、ＩＣカードストラップ付/１組５０

０円、その他年齢に応じて必要な物（３歳児お道具箱一式）や行事等により実費負担

の必要なものがあります。（写真代、遠足代など）

職員の職種 園長、保育士、栄養士、看護師、事務員

健康管理 発育測定・内科健診・歯科健診・乳児健診（０歳児のみ）・手洗い、歯磨き指導

児童区分 １８：００～１８：３０ １８：００～１９：００ １８：００～１９：３０ １８：００～２０：００

３歳未満
月額 １，５００円

日額 １５０円

月額 ３，０００円

日額 ３００円

月額 ４，５００円

日額 ４５０円

月額 ６，０００円

日額 ６００円

３歳以上
月額 １，０００円

日額 １００円

月額 ２，０００円

日額 ２００円

月額 ３，０００円

日額 ３００円

月額 ４，０００円

日額 ４００円

◯保育理念・保育方針・保育目標◯

保育理念

「子ども一人ひとりを大切にし、保護者からも信頼され、子育てにやさしい環境を創造します。」

保育方針

＊一人ひとりの子どもの家庭環境、発達に配慮し、ふさわしい活動の場を保障し、

豊かな人間性を持った子どもを育成する。

＊心と体の自立を促し、生きる力をつける。

＊保護者とのコミュニケーションを密にとり、子どもの育ちに共感しあいながら、

子育て・親育ちを行う。

諏訪ひかり保育園

＊土曜日の満１歳未満児の保育時間は要相談
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保育目標

☆健康で生き生きと活動する子ども

☆思ったことを素直に表現したり、自分のことは自分でする自立した子ども

☆思いやりの気持ちを持ち、友だち等を大切にする子ども

☆見たり、聞いたり、体験しよく考えいろんな事を感じ取れる子ども

○給食◯

・一汁三菜・手作りおやつの献立を基本としています。子どもたちが、食べることを好きになるように

メニューを工夫し、同じ食材でも異なるメニューを提供しています。

アレルギー対応の有無 有。 医師の指示書に基づき、対応をしています。

（保護者との面談を実施します）

◯保育園の特徴◯

大きなお家をコンセプトに、温かいアットホームな保育を心がけています。一人ひとりの成長に合わせて、

丁寧に接し、クラスの枠にとらわれず全体で見守っていけるように努めています。

◯その他◯

《保育における３つの柱》 ～３つの柱を中心に保育を進めています。～

★食育：栄養士と保育士がたてた計画をもとに「食事を楽しむ子」「四季を感じる子」「マナーの身につく子」

となれるよう毎月クッキングをしたり、食に関するお話を聞いたり、栽培・収穫活動を行っています。

★運動：「ケガをしない体づくり」を目標に、０歳児から様々な運動を取り入れています。

用具を使って四肢を十分に動かしたり、鉄棒や跳び箱などの運動遊びも行います。

近隣の公園にも散歩に行き、よく歩きよく遊ぶことで体力もついてきています。

★異年齢児交流（ひかりっこ）

２歳児と４歳児、３歳児と５歳児がペアになって、毎月交流をしています。

同じペアの友だちと一緒に過ごすことで、本当の兄弟のような関係が作られ、優しい気持ちや

思いやりの気持ちが育まれています。

《主な行事》

◯毎月：発育測定・避難訓練・誕生会 ・リトミック（外部講師による）

〇季節：運動会（全園児）、発表会（２歳以上）、遠足、芋掘り、七夕、お月見、クリスマス会など

《特別保育事業》

◯一時保育＜事前登録が必要＞★４月～５月中旬までは新入園児対応の為お休みしています。

＊非定型／緊急型・・・２，２００円、リフレッシュ型・・・３，６００円

＊対象年齢・・・満１歳～就学前 ＊利用時間・・・午前８時３０分～午後５時

＊対象・・・市内在住、保護者が市内勤務で、保育園又は幼稚園に通っていない集団保育が可能な児童。

◯病児・病後児保育＜事前登録が必要＞

★登録も予約制になります。（お電話でお問い合わせください。）

＊対象年齢・・・満６か月～１０歳 ＊利用料・・・４,０００円

＊利用時間・・・午前８時３０分～午後６時（月曜日～金曜日）

◇土曜日・日曜日・祝日・年末年始は、お休みとなります。
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キッズエイド吹上保育園
※キッズエイド吹上保育園は、認可保育園です。

入園申込みから入園決定、保育料の決定まで和光市が行います。

所在地 〒３５１－０１０１

和光市白子３－１５－２５

電話番号 ０４８－４２３－５０７１

FAX 番号 ０４８－４２３－５０７２

開設年月日 平成２８年４月１日

運営形態 民設民営

運営 社会福祉法人エイドセンター

対象年齢 生後５７日～５歳児（就学前）

定員
０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 合計

６ ８ ８ １８ ２０ ２０ ８０

標準保育時間

（月～土）

午前 7 時 00 分～午後 8 時 00 分までの間の必要な時間。

時間外保育時間

（月～土）

【短時間認定】

18:00 以降の延長保育は、標準認定に準じる

【標準時間認定】

（対象年齢：0 歳児～5 歳児、勤務の状況による）（保育料（軽食含）：30 分単位

19：01～20：00 まで夕食：200 円/食、19：01～希望者に夕食 2,000 円（月額）

※キッズエイド吹上保育園の時間外保育は満１歳（１歳のお誕生日）から利用できます。

保育料以外の

徴収

食材料費（３～５歳児）、スポーツ振興センター掛け金 240 円/年、園用帽子 950 円、防災頭巾 2,420 円、オムツ処

理費（0～2 歳児）、その他年齢によって必要な物や、行事等により費用負担の必要なものがあります。

職員の職種 園長、保育士、調理師、栄養士、看護師、事務員

健康管理 身体測定・内科検診・歯科検診

その他の事業 一時保育、病児・病後児保育、保育クラブ

○保育目標○

保育目標

１．健康な子どもの育み

２．豊かに感じる心を持つ子どもの育み

３．友達と一緒に楽しく遊べる子どもの育み

４．自分の思っていることを伝えられ、相手の意見を聞こう…とする子どもの育み

０～２歳児 ３歳児 ４歳児以上

7:00～8:30

16:30～18:00

１，２００円／月 １，０００円／月 ９００円／月

０歳児 １～２歳児 ３～５歳児

18:00～20:00 ［日額］２００円／３０分

［月額］２,１００円／３０分

［日額］１５０円／３０分

［月額］１,８００円／３０分

［日額］１５０円／３０分

［月額］１,４００円／３０分

キッズエイド吹上保育園
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○保育園の特徴○

キッズエイドでは子どもの安全を第一に「育み」を大切にした保育を行っております。また春、夏、秋、冬それ

ぞれの季節や日本文化を大切にした活動にリトミックや幼児体操、無理なく数や文字を取り入れています。さ

らに子どもの一人一人の個性と集団生活の中で育ち合う事を大切にします。

○その他○

キッズエイドの年齢別テーマ

【2ヶ月～6ヶ月児】

家庭との連携を密に行いながら、保健、安全に十分配慮し、発育の個人差に応じた保育を行います。

【6ヶ月～1歳3ヶ月児】

身近な人を区別できるこの時期、保育士と関われる環境を整えます。

【1歳3ヶ月～2歳児】

園児の安定を図りながら、独立して物事をしようとする自立性を促します。

【2歳児】

活動が活発になるため、物などの安全面に注意しながら、保育に努めます。

【3歳児】

丁寧な対応と社会化の第一歩として基本的な生活習慣（食事・睡眠・衣服の着脱・衛生観念）の指導を

行います。

【4歳～5歳児】

個性を理解・尊重しながら、身辺生活が自立できるよう、日常生活における基本的生活習慣「躾」や、人

に対する適切な態度や行動の仕方を身につけるための指導を行います。

キッズエイドのポイント

リトミック★ 音楽に合わせて歌ったり、手遊びしたり、全身を使った表現を楽しみます。

クッキング★ 直接食材にふれ、作り、食べる喜びを味わいます。

イングリッシュ★ 歌やごっこ遊び、ゲームを通して、英語を楽しみながら学びます。

キッズ体操★ 運動遊びを通して楽しく体を動かし、基礎体力を作ります。一人一人に合わせて、無理の

ない運動を楽しみます。

農業体験★ 土に触れ、自分たちの手で育てた野菜を収穫し、その喜びを味わいます。時には土遊びを

楽しみます。その他、地域の指導者に指導を受け味噌作りを体験します。作った味噌は翌年の給食で使

用しています。

スタッフ★ 施設長、主任保育士、保育士、看護師、管理栄養士、調理師、カウンセラーがお子さんを守

ります。

あんしんシステム★ 門扉、玄関のオートロックシステム、防犯カメラ、地震予知システム

この他、スタッフと保護者が協力して安全点検委員会、健康管理委員会の活動を行っています。

○給食○

離乳食、完全給食、アレルギー対応食等を園内給食室で調理し、温かい給食を提供しています。

献立は和食を中心に、旬の食材や行事食を積極的に取り入れています。

アレルギー対応の有無 有。 医師の指示書に基づき、原則は除去食対応をしています。

（保護者との面談を実施します）
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和光プライムスター保育園
※和光プライムスター保育園は認可保育園です。入園申込みから入園決定、保育料の決定まで和光市が行います。

○保育目標・方針○

保育理念

・人間形成にとって極めて重要な乳幼児期を、心地よい愛着関係と安心できる環境の中で育てる。

・子どもの最善の利益を守り、子ども一人一人の心に寄り添い、心身のバランスを考慮した保育を行う。

所在地 〒３５１―０１１１

和光市下新倉１－５－１５

電話番号 ０４８－４２３－９８８１

FAX 番号 ０４８－４２３－９８８６

開設年月日 平成２９年４月１日

運営形態 民設民営

運営 三和エンジニアリング株式会社

対象年齢 生後５７日～５歳児（就学前）

定員（定員は変わること

があります。）

０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 合計

９ １２ １２ １９ １９ １９ ９０

標準保育時間

（月～土）

午前７時００分～午後６時００分までの間の必要な時間。（勤務等の状況による）

休園日 日曜日・祝日・年末年始（１２月２９日～１月３日）

時間外保育時間

（月～金）

午後６時００分～午後８時００分までの間の必要な時間。（勤務等の状況による）

※保育料とは別に時間外保育料がかかります。料金は以下のとおりです。

短時間認定の方 〇７：００～８：３０、１６：３０～１８：００

日額 ０歳児※ ３０分 １５０円【上限 月額７００円】

１・２歳児 ３０分 １２０円【上限 月額７００円】

３歳児 ３０分 ８０円【上限 月額５４０円】

４・５歳児 ３０分 ８０円【上限 月額４７０円】

標準時間認定・短時間認定の方 〇１８：００～２０：００

日額 【０歳児】３０分１５０円【１・２歳児】３０分１２０円

【３・４・５歳児】３０分８０円

※和光プライムスター保育園の 18：00 以降の時間外保育は満１歳(１歳のお誕生日)から利用できます。

保育料以外の

徴収

（予定）

スモック・帽子・連絡帳（全年齢）、食材料費（３～５歳児） 等

※年齢ごとに購入物は異なります。入園の際にご説明いたします。

※時間外保育を利用する方は別途夕食代がかかります。

職員の職種 園長、保育士、保育従事者、調理師(栄養士)

健康管理 身体測定（毎月）、内科健診（６月・１２月）、歯科検診（７月）

その他の事業 一時保育事業※詳細は保育園へお問い合わせください

０歳～５歳児クラスの年度末まで※満１歳（１歳のお誕生日）から利用できます

【通常利用時間】 〇８：３０～１６：３０ １日 ２,２００円

【延長利用時間】 〇７：３０～ 〇～１８：３０ ３０分 ２００円

和光プライムスター保育園
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保育方針

・安心できる、くつろいだ雰囲気の中で子どもの様々な欲求を満たし、満足を与える保育をする。

・日々の温かい受容的な関わりの中で、子どものありのままを受け止め自己を肯定する心を育てる。

・子どもの成長、発達を促し可能性や力を信じる。

【園が大切にしていること】

当園では、子どもたちとの愛着形成を保育の中心と捉え、特に子どもとの関わり方を重要視しています。

保育者が子どものこころの「安全基地」という存在になることで、子ども達が安心して様々な人や物に関われ

るように保育をしています。子ども達の成長の中で、子ども本来の可愛いらしさを理解し、発達段階に合わせ

た専門性をもった関わり方を日々行っています。

保育目標

① 心もからだも健やかな子ども ② 人を享受し、思いやりのある子ども

③ よく遊び、豊かな感性と創造性にあふれる子ども

○給食○ 自園調理を行います。

アレルギー対応の有無 有。 医師の診断書・検査結果に基づき、除去食対応を行います。

（アレルギーの程度、除去品目数によっては、お弁当持参の場合があります。）

○その他○

行事について

新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、集合で行う保護者参加行事の実施を見合わせております。各家

庭単位で実施する保護者面談や保育参加を年２～４回実施します。（実施回数は年齢や入園年度によって

違います。）

【毎月の行事】 ・お誕生会 ・防災訓練(地震・火災) ・身体測定

【主な行事】

４月 春のぽかぽかお弁当散歩 ７月 水遊び・うどん作り ８月 水遊び ９月 クッキー作り

１０月 秋のおたのしみお弁当遠足 １月 カレーライスの日

※その他、日本の伝統行事の際には生活の中で行事に親しみます

環境設定について

子どもの遊びを保障するために、当園では５つのカテゴリーを設定しています。【ごっこ遊び、絵本、構成遊び

（積み木）、その他の遊び、戸外遊び】。保育室内は戸外遊び以外の４つのカテゴリーを設置し、子どもが自

ら遊びを選択できるような配置をしています。玩具については、子どもの豊かな想像力を育むため、抽象的

な色や形のものを用意し、子どもが自在に遊び込めるよう配慮しています。保育者も環境の一部となり、子ど

もの遊びに対して受容的に応対していきます。また、３歳児以上クラスでは、日常的に行う幼児教育（遊

びに没頭できる環境）として自然を活用し、遊べるフィールド「あそびの森」(私設公園)を提供して

います。

製作物について

当園では、保育者が計画した大人主体の製作を行っておりません。子どもの自由な創造力を満足いくまで発

揮できるよう、自主性を重んじた内容に配慮しています。子どもが自由に使える場所に自由画帳やクレヨン、

のり、年齢によっては、空き箱や新聞紙、包装紙などの様々な素材を配置しています。

室内装飾について

保育者が画用紙を用いて作成する装飾は行っておりません。その時期に合わせて、季節の草花や伝統行事

にまつわるものを用意し、子ども同士や保護者と一緒に見て頂ける環境を整えています。見て、触れて、匂

いを嗅いで、様々な文化や自然などに親しみながら、感覚を豊かにし、生命の尊さに気づき、いたわり大切

にしたりする心が育つことをねらいとしています。
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和光どろんこ保育園
※和光どろんこ保育園は認可保育園です。入園申込みから入園決定、保育料の決定まで和光市が行います。

〇その他〇【主な行事】

４月 入園・子どもの日製作 １０月 読書週間

５月 保護者会・遠足 １１月 七五三製作

６月 不審者訓練①・七夕飾り製作 １２月 不審者訓練②・クリスマス会

７月 七夕集会・水遊び・うどん作り １月 新年お楽しみ会・伝統遊び週間

８月 夏祭り ２月 節分集会・おひなさま制作

９月 クッキー作り・敬老の日・ハガキ製作 ３月 作品展・お別れ会・卒園

【毎月の行事】お誕生会・防災訓練(地震・火災)・身体測定

（※)定員は変わることがあります。

所在地 〒３５１－０１１５

和光市新倉２－４－５３

電話番号 ０４８－４２４－３６５６

FAX 番号 ０４８－４２４－４７４３

開設年月日 平成２９年４月１日

運営形態 民設民営

運営 社会福祉法人どろんこ会

対象年齢 生後５７日～５歳児（就学前）

定員(※) ０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 合計

６ １２ １２ ２０ ２０ ２０ ９０

標準保育時間

（月～土）
午前７時００分～午後６時００分までの間の必要な時間。（勤務等の状況による）

休園日 日曜日・祝日・年末年始（１２月２９日～１月３日）

時間外保育時間

（月～土）

午後６時００分～午後８時００分までの間の必要な時間。（勤務等の状況による）

※保育料とは別に時間外保育料がかかります。

午後６時０１分～午後７時３０分 ３０分あたり５００円/日額、５,０００円/月額

午後７時３１分～午後８時００分 ３０分あたり１,０００円/日額、１０,０００円/月額

保育料以外の

徴収

食材料費（３～５歳児）、帽子・名札・製作バッグ・クレパス（３歳以上児）・草履（冬季裸

足保育用/希望者のみ）・銭湯代（３歳以上児 入浴した場合のみ）

※不要な方は購入しないことも可能

職員の職種 園長、保育士、看護師、調理師・栄養士

健康管理 内科健診(年２回)、歯科検診(年１回)、身体測定(月１回)

その他の事業 一時保育事業※令和 3 年度実施について調整中

和光どろんこ保育園
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○保育目標・方針○

保育理念

にんげん力。育てます。

「にんげん力」を身につけるために必要な遊び・野外体験を提案実践し、

”自分で考えて行動する力”を育みます。

保育方針

子ども 生きる力のある子を育てる遊びの機会と環境をつくる

保護者 子どもの様子を手に取るように伝える

地域 地域の皆が子どもを育てるコミュニティを創る

保育士 一人一人が提案し背中を見せて育てる保育者集団であり続ける

保育目標

センス・オブ・ワンダー

畑仕事・稲刈り・ヤギ・鶏などの生き物とのふれあいなどを通して自然の中にたくさん足を運び、自然の中で

の発見から生死などの「環境認識」を促します。乳幼児期のうちから外遊びを「日常化」させることに重点を

置き、子どもたちの「原体験」を大切に考えています。

人対人コミュニケーション

園内・園外問わず、「散歩中にすれ違う全ての地域の人」に挨拶を交わすことを園の約束としています。地域

の大人との交流を通じて、「人の目を見て意思を伝えられる人」を目指し、商店街ツアーなどの体験により、

携帯やメールに頼らないコミュニケーション力をはぐくみます

○給食○

自園調理です。意欲ある子を育むために、「美味しく楽しく食事を摂る」「食欲がある」「旬を味わう」「国内産・

高品質の食材」「日本人らしい食事」を大切に考えています。栄養士を配置して献立作成・アレルギー対応を

行っています。

アレルギー対応の有無 有。 医師の指示書に基づき、原則は除去食対応をしています。

（保護者との面談を実施します）

○その他○

【年間行事】

春 保護者懇談会 田植え（希望者）

夏 プール開き

秋 保護者懇談会 運動会 稲刈り（希望者）

冬 もちつき 生活発表会 など

【不定期】 畑の日・遠足・商店街ツアー・青空保育・地域交流（老人ホーム訪問等）

【デイリー】 雑巾がけ・座禅・戸外遊び・散歩

○保育園の特徴○

どろんこ会の保育サービスは、“ただ預かるだけ”の「託児」ではありません。意欲ある子どもを育てるのに必

要な「体験型保育」です。「にんげん力」を身につけるために必要な遊びや野外体験を提案・実践し“自分で

考え、挑戦する勇気”を育みます。
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中央ひなた保育園
※中央ひなた保育園は認可保育園です。入園申込みから入園決定、保育料の決定まで和光市が行います。

○保育目標○

保育理念

〇子どもの最善の利益を考え、保育内容を充実させます。

〇地域に開かれた保育園であることを考え、様々な人や場や機関との連携を図ります。

〇保育の質の向上を考え、保育士、看護師、栄養士との共通理解を大切にします。

保育目標

〇「知」友だちや周囲の人と関わりながら自発性が育ちます。

〇「情」一人ひとりの子どもが主体として受け止められ、自分を肯定する気持ちを育みます。

〇「体」個々の発達にあった基本的運動機能を高めます。

所在地 〒３５１－０１１３

和光市中央１－１－６

電話番号 ０４８－４２４－８１０３

FAX 番号 ０４８－４２４－８１０４

開設年月日 平成２９年４月１日

運営形態 民設民営

運営 社会福祉法人ことの葉会

対象年齢 ３歳児～５歳児（就学前）

定員 ０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 合計

― ― ― ２３ ２３ ２３ ６９

標準保育時間

（月～土）

午前７時００分～午後６時００分までの間の必要な時間（勤務等の状況による）

時間外保育時間

（月～土）

午後６時００分～午後８時００分までの必要な時間（勤務の状況による）

※保育料とは別に時間外保育料がかかります。

時間外保育料は、３０分 ８０円です。軽食代 1 食２００円（軽食は１９時以降提供）

保育料以外の徴収 食材料費（３～５歳児）、年齢によって費用負担の必要なものがあります。行事等の写

真、DVD の販売（希望者のみ）

その他事業 保育クラブ

○保育園の特徴○

保育方針

○子どもたちひとりの発達を援助し、その子にあった成長を促します。

○子どもたちをありのままに受け止め信頼関係を築き、肯定的に関わり、心の安定を図ります。

○保護者が安心して預けられるよう、家庭との連携を密にします。

３・４・５歳児に特化した保育園です。異年齢クラスで保育を展開していきます。異年齢保育活動を通して、子

どもたちが相互に教え合い、学び合い、共に育ちあうことが出来るようにしていきます。また、製作や週に１回の

体操教室や英語教室は年齢別で活動し、それぞれの年齢に応じた保育も展開させていきます。保育者が与え

る遊びではなく、子どもたちが選んで遊べる環境を作り、それが子供たちの中で発展し夢中になれるような援助

を行います。クレヨン画、粘土遊び、絵具やはさみなどを使用し、様々な素材に触れていきます。

中央ひなた保育園
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○その他○

≪毎月行事≫ お誕生日会、身体測定、避難訓練を行います。

週に一度、英語教室、体操教室を行い、発達を促していきます。季節の制作を取り入れ保護者

の方々に子ども達に成長をみていただけるよう掲示しています。たくさんの友達と触れ合った

り、季節の行事を楽しんだりしていきます。５歳児は月１～２回、習字教室も行っています。

≪中央ひなた保育クラブ≫

保育園が一体となった放課後児童の施設です。保育園の子どもたちとも異年齢活動を通じ、思

いやる心の成長や、助け合うことの大切さを学びます。

○給食○

管理栄養士が考案し、旬の食材を使って自園調理をしています。栄養士と保育士が連携し、ご家庭

と連絡を取り合い、発達に合わせた離乳食を進めています。又行事食も積極的に取り入れています。

アレルギー対応の有

無

有。 医師の指示書に基づき、原則は除去食対応をしています。

（保護者との面談を実施します）

≪春≫

◆内科検診 ◆歯科検診

◆保育参観・懇談会

◆遠足

≪夏≫

◆プール開き

◆七夕会

≪秋≫

◆運動会 ◆内科検診

≪冬≫

◆クリスマス会

◆保育参観・懇談会

◆節分

◆ひなまつり

◆卒園式

年間行事予定
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下新倉プライムスター保育園
※下新倉プライムスター保育園は認可保育園です。入園申込みから入園決定、保育料の決定まで和光市が行います。

○保育理念・方針・目標○

保育理念

・人間形成にとって極めて重要な乳幼児期を、心地よい愛着関係と安心できる環境の中で育てる。

・子どもの最善の利益を守り、子ども一人一人の心に寄り添い、心身のバランスを考慮した保育を行う。

所在地 〒３５１―０１１１

和光市下新倉 1-5-16

電話番号 ０４８－４８５－９１８８

FAX 番号 ０４８－４８５－９１９９

開設年月日 平成３１年４月１日

運営形態 民設民営

運営 三和エンジニアリング株式会社

対象年齢 生後５７日～５歳児（就学前）

定員（定員は変わること

があります。）

０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 合計

６ ９ ９ ２２ ２２ ２２ ９０

標準保育時間

（月～土）

午前７時００分～午後６時００分までの間の必要な時間。（勤務等の状況による）

休園日 日曜日・祝日・年末年始（１２月２９日～１月３日）

時間外保育時間

（月～金）

午後６時００分～午後８時００分までの間の必要な時間。（勤務等の状況による）

※保育料とは別に時間外保育料がかかります。料金は以下のとおりです。

短時間認定の方 〇７：００～８：３０、１６：３０～１８：００

日額 ０歳児※ ３０分 １５０円【上限 月額７００円】

１・２歳児 ３０分 １２０円【上限 月額７００円】

３歳児 ３０分 ８０円【上限 月額５４０円】

４・５歳児 ３０分 ８０円【上限 月額４７０円】

標準時間認定・短時間認定の方 〇１８：００～２０：００

日額 【０歳児】３０分１５０円【１・２才歳児】３０分１２０円

【３・４・５歳児】３０分８０円

※下新倉プライムスター保育園の１８:００以降の時間外保育は満１歳(１歳のお誕生日)から利用できます。

保育料以外の

徴収

（予定）

スモック・帽子・連絡帳（全年齢）、食材料費（３～５歳児）等

※年齢ごとに購入物は異なります。入園の際にご説明いたします。

※時間外保育を利用する方は別途夕食代がかかります。

職員の職種 園長、保育士、保育従事者、調理師(栄養士)

健康管理 身体測定（毎月）、内科健診（６月・１２月）、歯科検診（７月）

その他の事業 一時保育事業※詳細は保育園へお問い合わせください

０歳～５歳児クラスの年度末まで※満１歳（１歳のお誕生日）から利用できます

【通常利用時間】 〇８：３０～１６：３０ １日 ２,２００円

【延長利用時間】 〇７：３０～ 〇～１８：３０ ３０分 ２００円

下新倉プライムスター保育園
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保育方針

・安心できる、くつろいだ雰囲気の中で子どもの様々な欲求を満たし、満足を与える保育をする。

・日々の温かい受容的な関わりの中で、子どものありのままを受け止め自己を肯定する心を育てる。

・子どもの成長、発達を促し可能性や力を信じる。

【園が大切にしていること】

当園では、子どもとの愛着形成を保育の中心と捉え、特に子どもとの関わり方を重要視しています。保育

者が子どものこころの「安全基地」という存在になることで、子どもが安心して様々な人や物に関われるよう

に保育をしています。子どもの成長の中で、子ども本来の可愛いらしさを理解し、発達段階に合わせた専門

性をもった関わり方を日々行っています。

保育目標

① 心もからだも健やかな子ども ② 人を享受し、思いやりのある子ども

③ よく遊び、豊かな感性と創造性にあふれる子ども

○給食○ 自園調理を行います。

アレルギー対応の有無 有。 医師の診断書・検査結果に基づき、除去食対応を行います。

（アレルギーの程度、除去品目数によっては、お弁当持参の場合があります。）

○その他○

行事について

新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、集合で行う保護者参加行事の実施を見合わせています。

各家庭単位で実施する保護者面談や保育参加を年 2～4回実施します。（実施回数は、年齢等によって

変わります。）

【毎月の行事】 お誕生会 ・防災訓練(地震・火災) ・身体測定

【主な行事】

４月 春のぽかぽかお弁当散歩 ７月 水遊び・うどん作り ８月 水遊び ９月 クッキー作り

１０月 秋のおたのしみお弁当遠足 １月 カレーライスの日

※その他、日本の伝統行事の際には生活の中で行事に親しみます

環境設定について

子どもの遊びを保障するために、当園では５つのカテゴリーに設定しています。【ごっこ遊び、絵本、構成遊

び（積み木）、その他の遊び、戸外遊び】。保育室内は戸外遊び以外の４つのカテゴリーを設置し、子どもが

自ら遊びを選択できるような配置をしています。玩具については、子どもの豊かな想像力を育むため、抽象

的な色や形のものを用意し、子どもが自在に遊び込めるよう配慮しています。保育者も環境の一部となり、

子どもの遊びに対して受容的に応対していきます。また、３歳児以上クラスでは、日常的に行う幼児教育

（遊びに没頭できる環境）として自然を活用し、遊べるフィールド「あそびの森」(私設公園)を提供

しています。

製作物について

当園では、保育者が計画した大人主体の製作を行っておりません。子どもの自由な創造力を満足いくまで発

揮できるよう、自主性を重んじた内容に配慮しています。子どもが自由に使える場所に自由画帳やクレヨン、

のり、年齢によっては、空き箱や新聞紙、包装紙などの様々な素材を配置しています。

室内装飾について

保育者が画用紙を用いて作成する装飾は行っておりません。その時期に合わせて、季節の草花や伝統行事

にまつわるものを用意し、子ども同士や保護者と一緒に見て頂ける環境を整えています。見て、触れて、匂

いを嗅いで、様々な文化や自然などに親しみながら、感覚を豊かにし、生命の尊さに気づき、いたわり大切

にしたりする心が育つことをねらいとしています。
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丸山台プライムスター保育園
※丸山台プライムスター保育園は認可保育園です。入園申込みから入園決定、保育料の決定まで和光市が行います。

所在地 〒３５１-０１１２

和光市丸山台２－２８－１３

電話番号 ０４８－４２３－７０８２

FAX 番号 ０４８－４２３－７０８４

開設年月日 令和２年４月１日

運営形態 民設民営

運営 三和エンジニアリング株式会社

対象年齢 １歳児～５歳児（就学前）

定員（定員は変わること

があります。）

０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 合計

－ １６ １６ １６ １６ １６ ８０

標準保育時間

（月～土）

午前７時００分～午後６時００分までの間の必要な時間。（勤務等の状況による）

休園日 日曜日・祝日・年末年始（１２月２９日～１月３日）

時間外保育時間

（月～金）

午後６時００分～午後８時００分までの間の必要な時間。（勤務等の状況による）

※保育料とは別に時間外保育料がかかります。料金は以下のとおりです。

短時間認定の方 〇７：００～８：３０、１６：３０～１８：００

日額 １・２歳児 ３０分 １２０円【上限 月額７００円】

３歳児 ３０分 ８０円【上限 月額５４０円】

４・５歳児 ３０分 ８０円【上限 月額４７０円】

標準時間認定・短時間認定の方 〇１８：００～２０：００

日額 【１・２歳児】３０分 １２０円

【３・４・５歳児】３０分 ８０円

保育料以外の

徴収

（予定）

スモック・帽子・連絡帳（全年齢）、 食材料費（３～５歳児） 等

※年齢ごとに購入物は異なります。入園の際にご説明いたします。

※時間外保育を利用する方は別途夕食代がかかります。

職員の職種 園長、保育士、保育従事者、調理師(栄養士)

健康管理 身体測定（毎月）、内科健診（６月・１２月）、歯科検診（７月）

○保育目標・方針○

保育理念

・人間形成にとって極めて重要な乳幼児期を、心地よい愛着関係と安心できる環境の中で育てる。

・子どもの最善の利益を守り、子ども一人一人の心に寄り添い、心身のバランスを考慮した保育

を行う。

保育方針

・安心できる、くつろいだ雰囲気の中で子どもの様々な欲求を満たし、満足を与える保育をする。

・日々の温かい受容的な関わりの中で、子どものありのままを受け止め自己を肯定する心を育てる。

・子どもの成長、発達を促し可能性や力を信じる。・子どもの成長、発達を促し可能性や力を信じる。

丸山台プライムスター保育園
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○給食○ 自園調理を行います。

アレルギー対応の有無 有。医師の診断書・検査結果に基づき、除去食対応を行います。

(アレルギーの程度、除去品目数によっては、お弁当持参の場合があります)

○その他○

行事について

新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、集合で行う保護者参加行事の実施を見合わせています。

各家庭単位で実施する保護者面談や保育参加を年 2～4回実施します。（実施回数は、年齢等によって

変わります。）

【毎月の行事】 お誕生会・防災訓練(地震・火災)・身体測定

【主な行事】

４月 春のぽかぽかお弁当散歩 ７月 水遊び・うどん作り ８月 水遊び ９月 クッキー作り

１０月 秋のおたのしみお弁当遠足 １月 カレーライスの日

※その他、日本の伝統行事の際には生活の中で行事に親しみます

環境設定について

子どもの遊びを保障するために、当園では５つのカテゴリーに設定しています。【ごっこ遊び、絵本、構成遊び

（積み木）、その他の遊び、戸外遊び】。保育室内は戸外遊び以外の４つのカテゴリーを設置し、子どもが自ら

遊びを選択できるような配置をしています。玩具については、子どもの豊かな想像力を育むため、抽象的な

色や形のものを用意し、子どもが自在に遊び込めるよう配慮しています。保育者も環境の一部となり、子ども

の遊びに対して受容的に応対していきます。また、３歳児以上クラスでは、日常的に行う幼児教育（遊び

に没頭できる環境）として自然を活用し、遊べるフィールド「あそびの森」(私設公園)を提供してい

ます。

製作物について

当園では、保育者が計画した大人主体の製作を行っておりません。子どもの自由な創造力を満足いくまで発

揮できるよう、自主性を重んじた内容に配慮しています。子どもが自由に使える場所に自由画帳やクレヨン、

のり、年齢によっては、空き箱や新聞紙、包装紙などの様々な素材を配置しています。

室内装飾について

保育者が画用紙を用いて作成する装飾は行っておりません。その時期に合わせて、季節の草花や伝統行事

にまつわるものを用意し、子ども同士や保護者と一緒に見て頂ける環境を整えています。見て、触れて、匂い

を嗅いで、様々な文化や自然などに親しみながら、感覚を豊かにし、生命の尊さに気づき、いたわり大切にし

たりする心が育つことをねらいとしています。

【園が大切にしていること】

当園では、子どもとの愛着形成を保育の中心と捉え、特に子どもとの関わり方を重要視しています。保育

者が子どものこころの「安全基地」という存在になることで、子どもが安心して様々な人や物に関われるよう

に保育をしています。子どもの成長の中で、子ども本来の可愛いらしさを理解し、発達段階に合わせた専門

性をもった関わり方を日々行っています。

保育目標

① 心もからだも健やかな子ども

② 人を享受し、思いやりのある子ども

③ よく遊び、豊かな感性と創造性にあふれる子ども
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