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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。

小規模保育事業所の紹介
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和光第２エンゼル保育室
※和光第２エンゼル保育室は、小規模保育事業所Ｂ型です。

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 〒３５１－００１４

和光市本町１９－１

ラ・メール和光１Ｆ

電話番号 ０４８－４５８－３５１４

FAX番号 ０４８－４５８－３５１９

開設年月日 平成２７年４月１日

運営形態 民設民営

運営 有限会社三原学園

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

６ ６ ７ － － － １９

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。

※0歳児クラスは午後 6時 00 分までのお預け入れとなります。

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７時３０分（土曜日は午後 7時 00分）までの間の必要な時間。

※0歳児クラスは、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。

保育料 延長保育料 ３０分２００円 １９時以降３００円 ※月極あり

保育料以外の

徴収

<2 歳児> 長袖スモッグ、教材代（ハサミ・のり・クレヨン等 ）

〈0 歳児〉 紅白帽子、連絡ホルダー、連絡帳、思い出帳

〈その他〉 月額：保護者会費 300 円／月、 おむつ処理費 200 円／月

年額：レンタルベッド代 1,500 円

写真代（希望者のみ）

職員の職種 園長、保育士、保育従事者

健康管理 身体測定、内科健診、歯科健診

和光第２エンゼル保育室
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○保育目標・方針○

保育理念

子どもたちの福祉を積極的に進めるために職員自身は、豊かな愛情をもって子供に接し、子ども一人一人の

持つ個性を大切に育てる。

保育方針

家庭や地域社会との連携を計りながら、保護者とともに子どもの達の育ちを第一に考えた保育を行う。

保育目標

１ 子どもの個性を伸ばし節度ある子どもを育てる

２ 健康で明るく豊かな心を持つ子どもを育てる

３ 色々な行事を経験しながら季節感を知り、乳幼児期に必要な運動を十分に取り入れ、健康的な身体作り

を行う。

○保育園の特徴○

一人一人の個性を伸ばし、ルールを学び、思いやる心を育み

笑顔が絶えなく、元気で明るく家庭的な雰囲気を大切にしています。

○給食○ 系列園で調理した給食を搬入します。

アレルギー対応の有無 有。

アレルギー診断書を提供して頂き、医師の診断に基づき

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○

保護者の皆様を対象に子育ての情報を交換したり、自分のこと、育児のこと、

子どものことなど気になることがありましたらご相談下さい(予約制)
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あそびのてんさい 和光保育園
※あそびのてんさい和光保育園は、小規模保育事業所Ａ型です。

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１－９－１９

電話番号 ０４８－４６７－３０８５

FAX番号 ０４８－４７１－９７５０

開設年月日 平成２７年４月１日

運営形態 民設民営

運営 株式会社ウインズ

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

３ ８ ８ － － － １９

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。（令和４年度から料金を改定する予定）

０歳児 １５０円／３０分 １・２歳児 １２０円／３０分 (月極あり)

短時間保育 ７００円／月額（午前７時〜午前８時３０分及び午後４時３０分〜午後６時）

保育料以外の

徴収

英語費 2000 円 （ 満 2 歳 ～ ） 、 連絡帳代 180 円 、 園児帽子代 1300 円 、

行事費 500 円などの負担有

職員の職種 施設長、保育士、調理師、管理栄養士

健康管理 身体測定（毎月）、内科健診 (年２回)、歯科検診（年１回）

○保育目標・方針○

保育理念

・ 子どもと保護者の最善の利益を守り、子どもの人格を尊重し、慈しみ、心身ともに健やかに育てる。

保育方針

・ 深い愛情と守りを受け、保育者とのかかわりの中で愛着や信頼関係を培う。

・ 個性を尊重し長所を伸ばし、人間形成の基礎を養う。

・ 一人ひとりの心に寄り添い、心身の健全な発達と自立を促す保育に努める。

・ 子育て支援を行い保護者と連携をし、子どもの成長や子育ての喜びを共有していく。

保育目標

・ 意欲的に遊び、心身ともに元気で丈夫な子ども。

・ 友達と仲よく楽しく遊び、相手の気持ちを思いやれるやさしい子ども。

・ 感じたことや思いを、のびのびと表現できる子ども。

・ よく聴き、よく考えて、自分で行動できる子ども。

・ 自分の事は、自分で出来る子ども。

・ したい事、言いたいことを言葉や行動で表現できる子ども。

あそびのてんさい

和光保育園
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○保育園の特徴○

当園は健やかな心身（こころ）を持った子どもたちの笑顔と希望がたくさんつまった、明るい未来の宝箱！

そして子ども達はかけがえのない愛しい宝物です。

家族の一員として温かく見守り、未知数の可能性、そして個性を伸ばす為の基礎作りを行う大切な時期

を、大人の観点で左右せず、子ども一人ひとりの個性を尊重し・心に寄り添い、心身の健全な発達と自立を

促す「子ども中心」の保育に取り組んでまいります。

＊怒らない保育

過ちを犯してしまったときは理由を聞き、子どもの気持ちに共感をしてから「どうしたらよいのか」解決策を

提示する。叱る必要のある時は、意味や目的を分かりやすくシンプルな言葉伝え、感情で「ダメ」と頭ごなし

に怒らない保育をします。

＊音楽は最高のコミュニケーションツール！

子どもたちは「音」に敏感。幼少期により多くの音楽を体感する事で、心身共に豊かな感性を育みます。

＊保護者の皆様のご意見を取り入れます！！！

保護者のお声に耳を傾け、相談事やご要望にも喜んで対応させて頂きます。ご家庭との連携を深め、子ど

もの成長や子育ての喜びを共有します。

○給食○

管理栄養士が子どもの発達に合わせた献立を考え、自園調理しています。毎月、行事食・郷土料理などを取

り入れ、旬の食材を使ってバラエティーにとんだ給食を提供します。

アレルギー対応の有無 有。 医師の診断書に基づき、保護者面談のうえ除去食対応をします。

○その他○

＜毎月行事＞ お誕生会 避難訓練 身体測定 お弁当の日

＜年間行事＞

・英語教室

毎週水曜日、英語を母国語としたネイティブ講師による、１００％英語だけの幼児向けの英語教室を

開催しております。英語の音の聞き分けや発音も、遊びを通して学び、自然に身につけます。

・ブログ ☆あそびのてんさいの宝箱☆

日常の園風景を毎日に配信致します！

＜毎月行事＞ お誕生会 避難訓練 身体測定 お弁当の日

4月 入園 10月 運動会 ハロウィン

5月 子どもの日 母の日 園外保育 11月 勤労感謝の日 園外保育

6月 父の日 懇親会 歯科検診 12月 クリスマス会

7月 七夕 プール開き 内科健診 １月 お正月 七草 内科検診

8月 縁日 引取り引渡し訓練 ２月 節分

9月 お月見 敬老の日 ３月 ひな祭り 園外保育 親子広場
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あそびのてんさい 和光北口保育園
※あそびのてんさい和光北口保育園は、小規模保育事業所Ｂ型です。

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１－２－４１

電話番号 ０４８－４８７－９９３８

FAX 番号 ０４８－４８７－９９３９

開設年月日 平成２７年４月１日

運営形態 民設民営

運営 株式会社ウインズ

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

３ ８ ８ － － － １９

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。（令和４年度から料金を改定する予定）

０歳児 １５０円／３０分 １・２歳児 １２０円／３０分 (月極あり)

短時間保育 ７００円／月額（午前７時〜午前８時３０分及び午後４時３０分〜午後６時）

保育料以外の

徴収

英語費 2000 円 （ 満 2 歳 ～ ） 、 連 絡帳代 180 円 、 園 児帽子代 1300 円 、

行事費 500 円などの負担有

職員の職種 施設長、保育士、保育従事者、管理栄養士

健康管理 身体測定、内科健診（年２回）、歯科検診(年１回)

○保育目標・方針○

保育理念

・ 子どもと保護者の最善の利益を守り、子どもの人格を尊重し、慈しみ、心身ともに健やかに育てる。

保育方針

・ 深い愛情と守りを受け、保育者とのかかわりの中で愛着や信頼関係を培う。

・ 個性を尊重し長所を伸ばし、人間形成の基礎を養う。

・ 一人ひとりの心に寄り添い、心身の健全な発達と自立を促す保育に努める。

・ 子育て支援を行い保護者と連携をし、子どもの成長や子育ての喜びを共有していく。

保育目標

・ 意欲的に遊び、心身ともに元気で丈夫な子ども。

・ 友達と仲よく楽しく遊び、相手の気持ちを思いやれるやさしい子ども。

・ 感じたことや思いを、のびのびと表現できる子ども。

・ よく聴き、よく考えて、自分で行動できる子ども。

・ 自分の事は、自分で出来る子ども。

・ したい事、言いたいことを言葉や行動で表現できる子ども。

あそびのてんさい

和光北口保育園

和光市駅
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○保育園の特徴○

当園は健やかな心身（こころ）を持った子どもたちの笑顔と希望がたくさんつまった、明るい未来の宝箱！

そして子ども達はかけがえのない愛しい宝物です。

家族の一員として温かく見守り、未知数の可能性、そして個性を伸ばす為の基礎作りを行う大切な時期

を、大人の観点で左右せず、子ども一人ひとりの個性を尊重し・心に寄り添い、心身の健全な発達と自立を

促す「子ども中心」の保育に取り組んでまいります。

＊怒らない保育

過ちを犯してしまったときは理由を聞き、子どもの気持ちに共感をしてから「どうしたらよいのか」解決策を

提示する。叱る必要のある時は、意味や目的を分かりやすくシンプルな言葉伝え、感情で「ダメ」と頭ごなし

に怒らない保育をします。

＊音楽は最高のコミュニケーションツール！

子どもたちは「音」に敏感。幼少期により多くの音楽を体感する事で、心身共に豊かな感性を育みます。

＊保護者の皆様のご意見を取り入れます！！！

保護者のお声に耳を傾け、相談事やご要望にも喜んで対応させて頂きます。ご家庭との連携を深め、子ど

もの成長や子育ての喜びを共有します。

○給食○

管理栄養士が子どもの発達に合わせた献立を考え、自園調理しています。毎月、行事食・郷土料理などを取

り入れ、旬の食材を使ってバラエティーにとんだ給食を提供します。

アレルギー対応の有無 有。 医師の診断書に基づき、保護者面談のうえ除去食対応をします。

○その他○

＜毎月行事＞ お誕生会 避難訓練 身体測定 お弁当の日（6月～9月以外）

＜年間行事＞

・英語教室

毎週水曜日、英語を母国語としたネイティブ講師による、１００％英語だけの幼児向けの英語教室を開催

しております。英語の音の聞き分けや発音も、遊びを通して学び、自然に身につけます。

・ブログ ☆あそびのてんさいの宝箱☆

日常の園活動を毎日に配信致します！

＜毎月行事＞ お誕生会 避難訓練 身体測定 お弁当の日

4月 入園 10 月 運動会 ハロウィン

5 月 子どもの日 母の日 園外保育 11 月 勤労感謝の日 園外保育

6月 父の日 懇親会 歯科検診 12 月 クリスマス会

7月 七夕 プール開き 内科健診 １月 お正月 七草 内科検診

8月 縁日 引取り引渡し訓練 ２月 節分

9月 お月見 敬老の日 ３月 ひな祭り 園外保育 親子広場
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保育ルームフェリーチェ和光園
※保育ルームフェリーチェ和光園は、小規模保育事業所Ｂ型です。

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１１－３

シンフォニー１階

電話番号 ０４８－４６７－６７６６

FAX 番号 ０４８－４８７－８２３３

開設年月日 平成２７年４月１日

運営形態 民設民営

運営 株式会社アルコバレーノ

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

６ ６ ６ － － － １８

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。

０歳児１５０円、１．２歳児１２０円／３０分

保育料以外の

徴収

（予定）

帽子代、コットンシーツ代、防災頭巾代（任意）、その他イベント代

職員の職種 園長、保育士、保育従事者、栄養士

健康管理 身体測定（毎月）、定期健康診断（５月、１１月）、歯科検診（６月）

○保育目標・方針○

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地域に存在価値のある保育園を目指す

保育方針

・一人ひとりの個性を認め、自分でやろうとする意欲、主体性、自立心を養う

・共感して褒めて認めて自己肯定感を育てる

・様々な体験を積み、発見と感動を味わいながら豊かな感性を育てる

・子どもが安心して過ごすことのできる生活の場を提供する

フェリーチ

ェ和光園
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保育目標

①自分で考えて行動できる子ども

②いきいきと遊びに何事にも挑戦できる子ども

③感情豊かな子ども

○保育園の特徴○

アットホームな雰囲気ですので、一人ひとりと向き合って、密接な関わりを大切にしています。当園スタッフは

定期的に研修（救命救急・体操・リズム等）を受講しており、保育の知識及び技術の向上に努めております。

○給食○ 栄養士考案のメニューを基に、自園調理を行います。

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いたします。

○その他○

問い合わせ、見学等随時行っておりますので気軽にお電話下さい。
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保育ルームフェリーチェ和光Ⅱ園
※保育ルームフェリーチェ和光Ⅱ園は、小規模保育事業所Ｂ型です。

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５－２８

ＫＳビル１階

電話番号 ０４８－４６９－６５５５

FAX番号 ０４８－４２３－２２３１

開設年月日 平成２７年４月１日

運営形態 民設民営

運営 株式会社アルコバレーノ

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

６ ６ ６ － － － １８

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。

標準時間認定の方は１８時以降、短時間認定の方は１６時３０分以降延長料金が発生

します。 ※延長保育は満 1歳を過ぎてからの利用になります。

保育料以外の

徴収

（予定）

帽子代、布団シーツ代、布団レンタル代、防災頭巾代（任意）その他イベント

職員の職種 園長、保育士、保育従事者、栄養士

健康管理 身体測定（毎月）、定期健康診断（4 月、9 月）、歯科検診（６月）

０歳児 １５０円／３０分

１，２歳児 １２０円／３０分

○保育目標・方針○

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地域に存在価値のある保育園を目指す

保育方針

・一人ひとりの個性を認め、自分でやろうとする意欲、主体性、自立心を養う

・共感して褒めて認めて自己肯定感を育てる

・様々な体験を積み、発見と感動を味わいながら豊かな感性を育てる

・子どもが安心して過ごすことのできる生活の場を提供する

保育ルーム

フェリーチェ和光Ⅱ園

和光市駅
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保育目標

①遊びを通して子どもの主体性を育む 自分で考えて行動できる子ども

②共感して誉めて自己肯定感を育てる いきいき遊び何事にも挑戦できるこども

③発見と感動を味わいながら豊かな感性を育てる 感性豊かなこども

○保育園の特徴○

お子様の成長に一人ひとりと向き合い、保護者の皆様とご一緒にそれを育んでいくことを大切にしています。

小規模保育のメリットを最大に活かし、心と心がつながる保育を実践しています。また、当園スタッフは定期

的に研修（救命救急・体操・リズム等）を受講しており、保育の知識及び技術の向上に努めております。

○給食○ 栄養士考案のメニューを基に自園調理を行います。

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いたします。

○その他○

○毎月のお誕生日会をはじめ、季節の行事や作成を沢山取り入れています。

毎月季節感を感じられるイベントを開催しています。例えば、夏祭りや運動会、クリスマスパーティーなど...

楽しいイベントが盛りだくさん！園児たちも大喜びです。 また、季節に合った園児制作にも力を入れており、

お子様の個性や成長が感じられる作品の数々に園児たちはもちろん、保護者の方にも大変喜んでいただい

ています。

○お問い合わせは、保育ルームフェリーチェ和光Ⅱ園（電話：０４８－４６９－６５５５）までお電話ください。
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さくらさくみらい 和光
※さくらさくみらい 和光は、小規模保育事業所Ａ型です。

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２－２３－７

第二サンライズビル

電話番号 ０４８－４５０－３９３９

FAX番号 ０４８－４５０－３９３９

開設年月日 平成２７年４月１日

運営形態 民設民営

運営 株式会社さくらさくみらい

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

３ ８ ８ － － － １９

標準保育時間

（月～土）

午前７時００分～午後６時００分迄の間の必要な時間。

※ただし保育短時間の方は午前 8時 30分〜午後 4時 30分迄の間の必要な時間。
（保護者の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。

（保護者の勤務等の状況による）

※さくらさくの時間外保育は、満１歳（１歳のお誕生日）から利用できます。

※保育料とは別に延長保育料がかかります。

（１）保育標準時間の場合

☆月極利用料金（保育を必要とする時間が常時週 3日以上延長保育時間迄の必要性
が園長に認められた場合）

０歳児（満１歳以上）：月額１，５００円／３０分迄、３，０００円／１時間迄

１歳児以上：月額１，２００円／３０分迄、２，４００円／１時間迄

☆スポット利用料金（月極利用者以外で、急な残業等でお迎えが延長保育時間帯にな

る場合）

０歳児（満１歳以上）：日額１５０円／３０分迄、３００円／１時間迄

１歳児以上：日額１２０円／３０分迄、２４０円／１時間迄

（2）保育短時間の場合（月極利用はありません）
全園児月額７００円（午前７時〜午前８時３０分及び午後４時３０分〜午後６時）

※午後６時を超えた時間帯は、保育標準時間のスポット延長の利用料金と同じ。

保育料以外の

徴収

※コットシーツ、カラー帽子代

職員の職種 園長、保育士、保育従事者、調理員

健康管理 年２回の健康診断、年１回の歯科検診、毎月の身体測定

さくらさくみらい 和光
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○保育理念・方針・目標○

保育理念

子ども・保護者・職員の笑顔あふれる あたたかい「おうちのようなほいくえん」

保育方針

愛情をたっぷりと注ぎ あわてず個性を伸ばす

保育目標

「心身ともに強い子ども」 「明るく元気な子ども」 「考える力をも持つ子ども」 「思いやりのある子ども」

○保育園の特徴○

少人数制のあたたかい小規模保育事業所です。家庭的な雰囲気を大切にし、園児一人一人と向き合った保

育を実施しています。姉妹園には認可保育所もあり、安全衛生や保育の質は同様に実施をしています。

○給食○ 自園調理。

アレルギー対応の有無 有。医師の診断により、原則除去食で対応します。

ただし、園の調理室の限られた状況の為、アレルギーの度合いやアレルギーが

複数ある場合等、お弁当持参をお願いする場合があります。

また、食物アレルギー以外の除去には対応しておりません。お弁当持参をお願

いしております。

○その他○

子ども達のペースを尊重しながら、年間の行事を決定しています。

主な行事：はじめましての会、こどもの日、七夕、水あそび、お楽しみ会（クリスマス）、まめまき、ひなまつり

おわかれ会

毎月の行事：お誕生日会、身体測定、避難訓練

その他：保護者会、引き渡し訓練、健康診断、歯科検診

※行事は変更の可能性があります。
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つかさ保育園 和光市和光園
※つかさ保育園和光市和光園は、小規模保育事業所A型です。

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２－２４－１５

クレールマンション 1 階（保育室）

／201 号室（調理室・事務室)

電話番号 ０４８－２３４－９２０９

FAX番号 ０４８－２１１－４４７５

開設年月日 平成２７年４月１日

運営形態 民設民営

運営 ツカサコア 株式会社

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

３ ８ ８ － － － １９

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）

※保育料とは別に下記の時間外保育料がかかります。

短時間保育： 午前７時から午前８時３０分まで及び午後４時３０以降（700 円/月額）

時間外保育： 午前 6時以降に行う保育

時間外保育料（標準・短／共通） ： 0 歳児：150 円、1・2 歳児：120 円／30分

※つかさ保育園の時間外保育（18:00 以降）は、満 1 歳から利用できます。

保育料以外の

徴収

園用帽子、連絡帳、通園バック、写真共有アプリ使用料（希望者のみ）。

その他行事(遠足等)により、費用負担の必要なものがあります。

職員の職種 施設長、園長、保育士、保育従事者、管理栄養士、調理師

健康管理
身体測定（毎月）・内科健診（年２回）・歯科健診（年１回）・その他、歯磨き指導・手洗い指

導・毎日の健康観察（顔色・目の輝き、機嫌、体温、皮膚の状態等）

○保育目標・方針○ 「一人ひとりの子ども達が主役になれる保育園」

保育理念

・入所している子どもたちが健やかに成長し安定した生活が送れる環境を整える

・保育者は日々自身の成長を目指し子どもに寄りそっていく

保育方針

・常に子どもに目を向け子どもの健やかな成長発達の手助けをしていく

・自発的に物事に取り組める子どもになれるよう働きかけをする

保育目標

・保育者と信頼関係をもち落ち着いた生活を送る

・年齢に応じた基本的生活習慣を身に着ける

つかさ保育園
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「園生活を楽しみながら元気で健やかな成長を育む」

つかさ保育園のキャラクター「サンザル」は、「相手の目を見て確り話せるように！」「自分の思いや気持ち

は、声に出して言えるように！」「お話を確りと聞けるように！」なりましょう。この３つの気持ちが込められて

います。 子どもたちが安心して自由に動きまわれる環境をつくり、安心・安全に遊び、探検できるような創造

性豊かなプレイルームを提供すること。又、子どもの月齢・年齢に適した楽しいプログラムを用意し、子どもた

ちと保護者の皆様に心から喜んでいただけるような保育環境を整え、職員同士で思いを出し合い、話し合

い、役割分担や協力をして保育を致します。

○保育園の特徴○

私たちは、保育園を運営するにあたり、頑張るお母さん、お父さんの子育ての「 ゆとり 」をお手伝いさせて

頂きます。又、当園のアットホームな保育環境で、愛情いっぱいのココにしかない「笑顔」を提供いたします。

安心・安全・安定した小規模保育所をより気軽に！より快適にご利用いただくためにはどうしたら良いのか？

を常に心掛け、「気付き」を感じながら運営をさせて頂きます。

ご家族の皆様に喜んで頂ければ幸いです。以上、各種イベントでお逢いできるのを楽しみにしています。

○給食○

給食は、専属の管理栄養士が作成した献立を毎日使用し、自園調理を実施しています。

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

※ご入園時に保護者様との面談を実施しています。

○その他○

7:00 ・順次登園

・自ら選んだ遊び 室内遊び 知育遊び

・片付け

・朝のおやつ 排泄・手洗い （午前睡）

・朝の会 朝のあいさつ、体操 出欠確認

クラス別設定保育

公園・公民館 季節行事など

11:00 排泄・手洗い （給食準備）

お誕生日メニューあります

・排泄・手洗い・歯ブラシ 読み聞かせ(紙芝居等) （午睡準備）

・午睡 （おやつ準備）

・目覚め 排泄・手洗い

15:30 ・おやつ

16:00 ・帰りの会 今日の振り返り 季節の歌など

・順次降園

16:00 ・自ら選んだ遊び 室内遊び・戸外遊び 知育遊び

◇その他の活動内容◇
お誕生会、季節の行事「なつまつり・運動会・クリスマス会」の保育参観など
ご家族で楽しんでいただける行事を行います。

・延長保育
18:00
19:00

◇保育活動／一日の流れ◇

健康観察（顔色・目の輝き、機嫌、
体温、皮膚の状態等）

9:00

10:00

12:00

15:00

・戸外遊び・お散歩

・給食
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メリーポピンズ和光ルーム
※メリーポピンズ和光ルームは、小規模保育事業所Ｂ型です。

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

和光市下新倉１－１－６２

ハイドレインジア１階

電話番号 ０４８－４６６－０１００

FAX番号 ０４８－４６６－０１００

開設年月日 平成２３年４月１日

運営形態 民設民営

運営 株式会社 ゴーエスト

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

６ ６ ７ － － － １９

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（予定）
帽子・名札・製作バッグ

職員の職種 施設長、保育士、調理師

健康管理 身体測定、内科健康診断、歯科検診

その他の事業 一時保育事業

○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

メリーポピンズ

和光ルーム
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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。

○保育園の特徴○

メリー★ポピンズの保育サービスは、“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。

○その他○

【年間行事】

春 保護者懇談会 お花見

夏 プール遊び

秋 保護者懇談会 運動会

冬 生活発表会 七草粥、年越しうどん

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

○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。）
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和光リトルスター保育園
※和光リトルスター保育園は、小規模保育事業所Ｂ型です。

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３－３５－７

パルムハウス白子１Ｆ

電話番号 ０４８－４８７－９００１

FAX番号 ０４８－４８７－９００２

開設年月日 平成２７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～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 ６ ８ － － － １９

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。

〈延長保育料〉

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

１・２歳児 ３０分 １２０円 【上限 月額７００円】

標準時間認定・短時間認定の方 〇１８：００～１９：００

日額 ０歳児※ ３０分 １５０円 １・２歳児 ３０分 １２０円

※和光リトルスター保育園の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

スモック・クレヨン・のり(１歳児～) 粘土・粘土板・粘土ケース（２歳児）

自由画帳・帽子・連絡帳(全年齢)

職員の職種 園長、保育士、保育従事者、調理員

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。
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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。

【保育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最重視しています。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ることがで

きるように保育しています。子どもの成長の中で、子ども本来の可愛らしさを理解し、発達段階に合わせた専

門性を生かした関わり方を日々行っています。

保育目標

＜リトルスター保育園の目指す子ども像＞

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

○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の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３～４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・８月水遊び ９月クッキーづくり 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。

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の方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。

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。

○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)
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下新倉リトルスター保育園
※下新倉リトルスター保育園は、小規模保育事業所Ｂ型です。

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

和光市下新倉４－１２－５４

電話番号 ０４８－４２４－５５６０

FAX番号 ０４８－４８３－４４５６

開設年月日 平成２７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～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 ６ ８ － － － １９

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。

〈延長保育料〉

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

１・２歳児 ３０分 １２０円 【上限 月額７００円】

標準時間認定・短時間認定の方 〇１８：００～１９：００

日額 ０歳児※ ３０分 １５０円 １・２歳児 ３０分 １２０円

※下新倉リトルスター保育園の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

スモック・クレヨン・のり(１歳児～) 粘土・粘土板・粘土ケース（２歳児）

自由画帳・帽子・連絡帳(全年齢)

職員の職種 園長、保育士、保育従事者、調理員

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。

下新倉リトルスタ－

保育園

-55-
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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

＜リトルスター保育園の目指す子ども像＞

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の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３～４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・８月水遊び ９月クッキーづくり 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。

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の方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

大切にする心が育つことをねらいとしています。

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。
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ひだまりの保育園
※ひだまりの保育園は、小規模保育事業所Ａ型です。

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２－１７－３１

電話番号 ０４８－４８６－９０３８

FAX番号 ０４８－４８６－９０３９

開設年月日 平成２８年４月１日

運営形態 民設民営

運営 株式会社アイサニー

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

６ ６ ７ － － － １９

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 150 円/30 分・1,500 円/月』 『1・2 歳児 120 円/30 分・1,200 円/月』

保育料以外の

徴収

連絡帳等の保育材料費、専門講師による保育活動費、季節型行事費等の実費負担有

職員の職種 施設長、主任保育士、保育士、保育従事者、栄養士、調理員

健康管理 身体測定（毎月）、内科健診（年２回）、歯科健診（年１回）

○保育目標・方針○

経営理念

『ひだまりのような保育園』

『子どもが主役の保育園』

保育方針

『子』は『個』

『活気』にあふれ『生気』がみなぎる

保育目標

○いきいきと遊ぶ子ども

遊びが学び！子どもの無限の可能性を信じ、内面から生きる力を養う為に、“させる”ではなく子どもの“した

い”を大切にする保育をモットーに！！遊ぶ事が大好きな子育ちを引き出します。

○いきいきと笑う子ども

子どもの心を受け入れる！子どもの主体性を受容し、たくさん甘えられる環境で、豊かな愛着関係をモットー

ひだまりの保育園



- 101 -

に！！笑う事が大好きな子育ちを引き出します。

○いきいきと食べる子ども

食べる事は生きる事！生きる為に必要不可欠な食事だから、楽しく、たくさんをモットーに！！食べる事が大

好きな子育ちを引き出します。

○保育園の特徴○

ひだまりの保育園は、「愛情の温もり」と「陽射しの温もり」にあふれた、優しさと温かみが溜まる幸せな場所

をモットーに毎日の保育を行っています！

保育者一人一人が、『ひだまり』のような優しい愛情と力強く温かいエネルギーを注ぎ、子どもたちの生気と

活気がみなぎる、健全な子育ちに相応しい保育園です！！

○給食○

食べる事が大好きな子どもへと成長できるように、美味しさ満点の給食を提供します！

食育への取り組みでは、毎日の給食を、楽しい雰囲気の中で、美味しく食べる事を大切に進めます！

調理へのこだわりは、【和食を中心に洋食と中華を取り入れたメニュー】【季節を味わうメニュー】【飽きること

なく食べ続けられるメニュー】です！！

アレルギー対応の有無 有。医師により食物アレルギーのため食品の除去が必要と診断された場合、

指示された食品の除去対応を行います。

○その他○

★たっぷりの専用駐車場がありますので送迎は楽々です！！

＜園バス＞

戸外保育は足を延ばして市外の公園や児童館へ！市内はもちろん、高島平・戸田・朝霞・志木など楽しいス

ポットをあちこち開拓して遊びます！

遠足もバスを駆使して、サンシャイン水族館、鉄道博物館、井の頭自然文化園に行っています！

＜えいごあそび＞

毎週一回、主活動の一環として、専属講師による乳幼児向けの“えいごあそび”を行います！

「言葉」・「音楽」・「動き」を組み合わせたリトミックを中心に、色々な遊びを通して表現力を高めます！

【特色】 ●もっと知りたい、もっと話したくなる！ ●英語がぐんぐん身についていくのが分かる！

●ぐっと英語が身近になる！ ●世界への扉を開く！

＜毎月行事＞ お誕生会 身体測定 食育の日 避難訓練 防犯訓練

＜年間行事＞ ４月 入園 １０月 運動会 ハロウィン

５月 こどもの日 母の日 春の小遠足 １１月 勤労感謝の日 秋の小遠足

６月 父の日 懇親会 プール開き １２月 クリスマス

７月 七夕 Ｃｏｏｋｉｎｇ保育 １月 お正月 Ｃｏｏｋｉｎｇ保育

８月 夏祭り ２月 節分 お楽しみ会

９月 お月見 敬老の日 ３月 ひなまつり お別れ遠足 進級・卒園

＜季節イベント＞

月単位の行事を、家庭ではできない集団の利を最大限に引き出したアクティビティ型企画や、保育参観から

給食を共にした懇親会まで、親子の情緒的な安定を目的としたコミュニケーション型企画を開催します。



- 102 -

第２ひだまりの保育園
※第２ひだまりの保育園は、小規模保育事業所Ａ型です。

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２－１２－１３

電話番号 ０４８－４８７－７３１６

FAX番号 ０４８－４８７－７３１７

開設年月日 平成２８年４月１日

運営形態 民設民営

運営 株式会社アイサニー

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

３ ８ ８ － － － １９

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 150 円/30 分・1,500 円/月』 『1・2 歳児 120 円/30 分・1,200 円/月』

保育料以外の徴収 連絡帳等の保育材料費、専門講師による保育活動費、季節型行事費等の実費負担有

職員の職種 施設長、主任保育士、保育士、保育従事者、栄養士、調理員

健康管理 身体測定（毎月）、内科健診（年２回）、歯科健診（年１回）

○保育目標・方針○

経営理念

『ひだまりのような保育園』

『子どもが主役の保育園』

保育方針

『子』は『個』

『活気』にあふれ『生気』がみなぎる

保育目標

○いきいきと遊ぶ子ども

遊びが学び！子どもの無限の可能性を信じ、内面から生きる力を養う為に、“させる”ではなく子どもの“した

い”を大切にする保育をモットーに！！遊ぶ事が大好きな子育ちを引き出します。

○いきいきと笑う子ども

子どもの心を受け入れる！子どもの主体性を受容し、たくさん甘えられる環境で、豊かな愛着関係をモットー

に！！笑う事が大好きな子育ちを引き出します。

和光市駅

大和中学校
第２ひだまりの

保育園
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○いきいきと食べる子ども

食べる事は生きる事！生きる為に必要不可欠な食事だから、楽しく、たくさんをモットーに！！食べる事が大

好きな子育ちを引き出します。

○保育園の特徴○

ひだまりの保育園は、「愛情の温もり」と「陽射しの温もり」にあふれた、優しさと温かみが溜まる幸せな場所

をモットーに毎日の保育を行っています！

保育者一人一人が、『ひだまり』のような優しい愛情と力強く温かいエネルギーを注ぎ、子どもたちの生気と

活気がみなぎる、健全な子育ちに相応しい保育園です！！

○給食○

食べる事が大好きな子どもへと成長できるように、美味しさ満点の給食を提供します！

食育への取り組みでは、毎日の給食を、楽しい雰囲気の中で、美味しく食べる事を大切に進めます！

調理へのこだわりは、【和食を中心に洋食と中華を取り入れたメニュー】【季節を味わうメニュー】【飽きること

なく食べ続けられるメニュー】です！！

アレルギー対応の有無 有。医師により食物アレルギーのため食品の除去が必要と診断された場合、

指示された食品の除去対応を行います。

○その他○

★たっぷりの専用駐車場がありますので送迎は楽々です！！

＜園バス＞

戸外保育は足を延ばして市外の公園や児童館へ！市内はもちろん、高島平・戸田・朝霞・志木など楽しいス

ポットをあちこち開拓して遊びます！

遠足もバスを駆使して、サンシャイン水族館、鉄道博物館、井の頭自然文化園に行っています！

＜えいごあそび＞

毎週一回、主活動の一環として、専属講師による乳幼児向けの “えいごあそび”を行います！

「言葉」・「音楽」・「動き」を組み合わせたリトミックを中心に、色々な遊びを通して表現力を高めます！

【特色】 ●もっと知りたい、もっと話したくなる！ ●英語がぐんぐん身についていくのが分かる！

●ぐっと英語が身近になる！ ●世界への扉を開く！

＜毎月行事＞ お誕生会 身体測定 食育の日 避難訓練 防犯訓練

＜年間行事＞ ４月 入園 １０月 運動会 ハロウィン

５月 こどもの日 母の日 春の小遠足 １１月 勤労感謝の日 秋の小遠足

６月 父の日 懇親会 プール開き １２月 クリスマス

７月 七夕 Ｃｏｏｋｉｎｇ保育 １月 お正月 Ｃｏｏｋｉｎｇ保育

８月 夏祭り ２月 節分 お楽しみ会

９月 お月見 敬老の日 ３月 ひなまつり お別れ遠足 進級・卒園

＜季節イベント＞

月単位の行事を、家庭ではできない集団の利を最大限に引き出したアクティビティ型企画や、保育参観から

給食を共にした懇親会まで、親子の情緒的な安定を目的としたコミュニケーション型企画を開催します。
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和光市ひなた保育園
※和光市ひなた保育園は、小規模保育事業所Ａ型です。

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１－１０－７４

電話番号 ０４８ － ４６２ － ８１８５

FAX 番号 ０４８ － ４６２ － ８１８５

開設年月日 平成２８年４月１日

運営形態 民設民営

運営 株式会社ハッピーストーリー

対象年齢 生後５７日～２歳児

定員 ０歳児・・・６名 １歳児・・・６名

２歳児・・・７名 計１９名

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。

１９：００以降軽食提供 １食￥２００

保育料以外の徴収 なし （日々の保育の写真や行事の写真は専用サイトから購入できます）

職員の職種 園長、保育士、保育従事者、調理従事者

健康管理 身体測定（毎月）、内科検診（年２回）、歯科検診（年１回）

日々の視診触診、５分毎の睡眠時チェック

認定 ～18：30 ～19：00 ～19.30 ～20：00

０歳児 標準 150 円 300 円 450 円 600 円

短 150 円／30分

１・２歳児 標準 120 円 240 円 360 円 480 円

短 120 円／30分

○保育理念・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。

和光市ひなた保育園
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○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。

乳児期から五感で感じる遊びや生活を考え、十分な空間と道具をそろえます。

保育者が与える遊びではなく、子ども達が選んで遊べる環境を作りそれが子ども達の中で発展し夢中になれ

るような援助を行ないます。又、年齢別に担任制で子ども一人ひとりの成長を見守り、体操や運動遊び、リト

ミックなどを取り入れ、発達にあった遊びや制作を行なっていきます。

ぽっとんおとしや布遊び、かたはめから始まり、ひも通し、クレヨン画、粘土遊び、絵の具やはさみの使用など

様々な素材に触れていきます。

〇給食〇

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、発達に合わせて離乳進め、完了・幼児食に移行します。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）

〇その他〇

４～６月

◆お花見

◆内科検診◆歯科検診

◆保育参観・懇談会

◆夏野菜プランター栽培

◆２歳児徒歩遠足

９～１２月

◆英語教室参観

◆運動会

◆内科検診

◆ハロウィンパーティー

◆クリスマス会

７．８月

◆プール開き

◆七夕会

◆夏野菜収穫

１～３月

◆たこあげ

◆保育参観・懇談会

◆節分

◆ひな祭り

◆修了式

◆２歳児お別れ遠足

＜毎月＞お誕生日会・身体測定・避難訓練 ＜毎週＞英語教室（全園児）・リトミック（２歳児）

発達に即した制作を季節や年中行事に沿って行ないます。

少しの期間、園内に掲示をしたら持ち帰ります。ご家族で「ここが上手だね」「なんでこの色を選んだ

の？」等会話をする中で成長を喜び、そこから親子の会話や年中行事への興味関心を深めてもらい

たいと思っています。

年間行事予定
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わこうっちリトルスター保育園
※わこうっちリトルスター保育園は、小規模保育事業所Ｂ型です。

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１－２－９

Ｔ－Ｐａｒｋ １階

電話番号 ０４８－４５８－０６４７

FAX番号 ０４８－４５８－０６５４

開設年月日 平成２８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～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

６ ６ ７ － － － １９

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。

〈延長保育料〉

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

１・２歳児 ３０分 １２０円 【上限 月額７００円】

標準時間認定・短時間認定の方 〇１８：００～１９：００

日額 ０歳児※ ３０分 １５０円 １・２歳児 ３０分 １２０円

※わこうっちリトルスター保育園の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

スモック・クレヨン・のり（１歳児～） 粘土・粘土板・粘土ケース（２歳児）

自由画帳・帽子・連絡帳(全年齢)

職員の職種 園長、保育士、保育従事者、調理員

健康管理 身体測定（毎月）、内科健診（６月・１２月）、歯科検診（７月）

特別保育事業 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～２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

○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。

わこうっち

リトルスター保育園

★
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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。

【保育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最重視しています。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ることがで

きるように保育しています。子どもの成長の中で、子ども本来の可愛らしさを理解し、発達段階に合わせた専

門性を生かした関わり方を日々行っています。

保育目標

＜リトルスター保育園の目指す子ども像＞

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

○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の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３～４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・８月水遊び ９月クッキーづくり 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。

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の方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

にする心が育つことをねらいとしています。

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。

○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)
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リトルスター保育園さつきちゃんのおうち
※リトルスター保育園さつきちゃんのおうちは、小規模保育事業所Ｂ型です。

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

和光市下新倉２－３９－２４ １階

電話番号 ０４８－４２３－０１５７

FAX番号 ０４８－４２３－０１９５

開設年月日 平成２８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～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

６ ６ ７ － － － １９

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。

〈延長保育料〉

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

１・２歳児 ３０分 １２０円 【上限 月額７００円】

標準時間認定・短時間認定の方 〇１８：００～１９：００

日額 ０歳児※ ３０分 １５０円 １・２歳児 ３０分 １２０円

※リトルスター保育園さつきちゃんのおうちの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

スモック・クレヨン・のり(１歳児～) 粘土・粘土板・粘土ケース（２歳児）

自由画帳・帽子・連絡帳(全年齢)

職員の職種 園長、保育士、保育従事者、調理員

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。

リトルスター保育園

さつきちゃんのおうち

★

大和中



- 109 -

○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の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３～４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・８月水遊び ９月クッキーづくり 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。

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の方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

大切にする心が育つことをねらいとしています。

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。

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

＜リトルスター保育園の目指す子ども像＞

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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和光エンゼル保育室
※和光エンゼル保育室は、小規模保育事業所Ｂ型です。

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 12-12

優美ビル 1F

電話番号 048－465－1463

FAX 番号 048－424－5602

開設年月日 平成 28 年 4 月 1 日

運営形態 民設民営

運営 有限会社 三原学園

対象年齢 生後５７日～２歳児

定員
０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 合計

６ ６ ７ ― ― ― １９

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。

※0歳児クラスは午後 6時 00 分までのお預け入れとなります。

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～土）

午後 6時 00 分～午後 7時 30分（土曜日は午後 7時 00分）までの間の必要な時間。
※0歳児クラスは、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。（30 分 200 円 19 時以降 300 円）

保育料以外の

徴収

<0 歳児> 紅白帽子、連絡ホルダー、連絡帳、思い出帳

<2 歳児> 長袖スモッグ、教材代（ハサミ・のり・クレヨン等）

<その他> 月額：保護者会費 300 円、おむつ処理費 200 円

年額：レンタルベッド代 1500 円

写真代（希望者のみ）

職員の職種 園長、保育士、保育従事者

健康管理 身体測定、内科健診、歯科検診

○保育目標○

１．子どもの個性を伸ばし節度ある子どもを育てる。

２．健康で明るく豊かな心を持つ子供を育てる。

３．色々な行事を経験しながら季節感を知り、乳幼児期に必要な運動を十分に取り入れ

健康的な身体作りを行う。

和光エンゼル保育室
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○保育園の特徴○

一人一人の個性を伸ばし、ルールを学び、思いやる心を育み

笑顔が絶えなく、元気で明るく家庭的な雰囲気を大切にしています。

○給食○

同建物内、第 3エンゼル調理室にて調理

アレルギー対応の有無

有

アレルギー診断書を提出していただき、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○

保護者の皆様を対象に子育ての情報を交換したり、自分のこと、育児のこと

子どものことなど気になることがありましたらご相談ください。（予約制）
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和光第３エンゼル保育室
※和光第３エンゼル保育室は、小規模保育事業所Ｂ型です。

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 12-12

優美ビル 2F・3F

電話番号 048－424－5351

FAX 番号 048－424－5602

開設年月日 平成 28 年 4 月 1 日

運営形態 民設民営

運営 有限会社 三原学園

対象年齢 生後５７日～２歳児

定員
０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 合計

６ ６ ７ ― ― ― １９

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。

※0歳児クラスは午後 6時 00 分までのお預け入れとなります。

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～土）

午後 6時 00 分～午後 7時 30分（土曜日は午後 7時 00分）までの間の必要な時間。
※0歳児クラスは、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。（30 分 200 円 19 時以降 300 円）

保育料以外の

徴収

<0 歳児> 紅白帽子、連絡ホルダー、連絡帳、思い出帳

<2 歳児> 長袖スモッグ、教材代（ハサミ・のり・クレヨン等）

<その他> 月額：保護者会費 300 円、おむつ処理費 200 円

年額：レンタルベッド代 1500 円

写真代（希望者のみ）

職員の職種 園長、保育士、保育従事者、栄養士、調理師

健康管理 身体測定、内科健診、歯科検診

○保育目標○

１．子どもの個性を伸ばし節度ある子どもを育てる。

２．健康で明るく豊かな心を持つ子供を育てる。

３．色々な行事を経験しながら季節感を知り、乳幼児期に必要な運動を十分に取り入れ

健康的な身体作りを行う。

和光第３エンゼル保育室
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○保育園の特徴○

一人一人の個性を伸ばし、ルールを学び、思いやる心を育み

笑顔が絶えなく、元気で明るく家庭的な雰囲気を大切にしています。

○給食○

自園給食

アレルギー対応の有無

有

アレルギー診断書を提出していただき、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○

保護者の皆様を対象に子育ての情報を交換したり、自分のこと、育児のこと

子どものことなど気になることがありましたらご相談ください。（予約制）
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しらこ北リトルスター保育園
※しらこ北リトルスター保育園は、小規模保育事業所Ｂ型です。

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丁目８番３７号

電話番号 ０４８-４８７－９９０４

ＦＡＸ番号 ０４８-４８７－９９０８

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～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

６ ６ ７ － － － １９

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。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

１・２歳児 ３０分 １２０円 【上限 月額７００円】

標準時間認定・短時間認定の方 〇１８：００～１９：００

日額 ０歳児※ ３０分 １５０円 １・２歳児 ３０分 １２０円

※しらこ北リトルスター保育園の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

スモック・クレヨン・のり(１歳児～) 粘土・粘土板・粘土ケース（２歳児）

自由画帳・帽子・連絡帳(全年齢)

職員の職種 園長、保育士、保育従事者、調理員

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。

しらこ北リトルスター保育園
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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たち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

＜リトルスター保育園の目指す子ども像＞

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の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３～４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・８月水遊び ９月クッキーづくり 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。

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の方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

大切にする心が育つことをねらいとしています。

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。
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しらこ南リトルスター保育園
※しらこ南リトルスター保育園は、小規模保育事業所Ａ型です。

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１丁目２５番１号

電話番号 ０４８－４２３－５５８２

ＦＡＸ番号 ０４８－４２３－５５９４

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～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

６ ６ ７ － － － １９

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。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

１・２歳児 ３０分 １２０円 【上限 月額７００円】

標準時間認定・短時間認定の方 〇１８：００～１９：００

日額 ０歳児※ ３０分 １５０円 １・２歳児 ３０分 １２０円

※しらこ南リトルスター保育園の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

スモック・クレヨン・のり(１歳児～) 粘土・粘土板・粘土ケース（２歳児）

自由画帳・帽子・連絡帳(全年齢)

職員の職種 園長、保育士、保育従事者、調理員

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。

しらこ南リトルスター保育園
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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

＜リトルスター保育園の目指す子ども像＞

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の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３～４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・８月水遊び ９月クッキーづくり 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。

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の方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

大切にする心が育つことをねらいとしています。

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。
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丸山台ひなた保育園

所在地 〒３５１－０１１２

和光市丸山台２－１１－１－１Ｆ

電話番号 ０４８－４８５－７１３８

FAX 番号 ０４８－４８５－７１３９

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
１歳児～２歳児

定員 ０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 合計

０ ９ １０ － － － １９

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。

１歳～２歳：３０分１２０円 軽食：１食２００円

保育料以外の徴収 日常・行事の写真販売（希望者のみ）、園リュック(希望者のみ)、園帽子、シーツ
職員の職種 園長、保育士、保育従事者、調理従事者

健康管理 身体測定(毎月)、内科検診(年 2回)、歯科検診(年 1回)

○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。

○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。

乳児期から五感で感じる遊びや生活を考え、十分な空間と道具をそろえます。保育者が与える

遊びではなく、子ども達が選んで遊べる環境を作りそれが子ども達の中で発展し夢中になれるよう

な援助を行います。又、年齢別に担任制で子ども一人ひとりの成長を見守り、赤ちゃん体操や

リズム体操を取り入れ、発達にあった遊びや製作を行っていきます。

ぽっとんおとしや布遊び、かたはめから始まり、ひも通し、パズル、クレヨン画、粘土遊び、

絵の具やはさみの使用など様々な素材に触れていきます。

丸山台ひなた保育園

※小規模保育事業所Ａ型です。 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。
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○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、発達に合わせた食事を進めています。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）

○その他○

≪年間行事予定≫

≪毎月≫ お誕生日会、身体測定、避難訓練 ≪毎週≫ リトミック（２歳児）

毎月、製作に取り組み子ども達の成長をみていただけるよう玄関に掲示しています。

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。

―春―

◆入園

◆内科検診 ◆歯科検診

◆保育参観・懇談会

◆ピクニック遠足（２歳児）

―夏―

◆プール開き

◆七夕会

◆夏野菜を育てて

クッキング

―秋―

◆運動会 ◆内科検診

◆ハロウィンパーティー

―冬―

◆クリスマス会

◆保育参観・懇談会

◆節分

◆ひなまつり

◆修了式
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第３ひだまりの保育園
※第３ひだまりの保育園は、小規模保育事業所Ｂ型です。

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３－５－２８

電話番号 ０４８－４８７－７３８８

FAX番号 ０４８－４８７－７３８８

開設年月日 平成３０年４月１日

運営形態 民設民営

運営 株式会社アイサニー

対象年齢（予定） 生後５７日～２歳児まで

定員（予定） ０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 合計

３ ８ ８ － － － １９

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 150 円/30 分・1,500 円/月』 『1・2 歳児 120 円/30 分・1,200 円/月』

保育料以外の徴収 連絡帳等の保育材料費、専門講師による保育活動費、季節型行事費等の実費負担有

職員の職種 施設長、主任保育士、保育士、保育従事者、栄養士、調理師

健康管理 身体測定（毎月）、内科健診（年２回）、歯科健診（年１回）

○保育目標・方針○

経営理念

『ひだまりのような保育園』

『子どもが主役の保育園』

保育方針

『子』は『個』

『活気』にあふれ『生気』がみなぎる

保育目標

○いきいきと遊ぶ子ども

遊びが学び！子どもの無限の可能性を信じ、内面から生きる力を養う為に、“させる”ではなく子どもの“した

い”を大切にする保育をモットーに！！遊ぶ事が大好きな子育ちを引き出します。

○いきいきと笑う子ども

子どもの心を受け入れる！子どもの主体性を受容し、たくさん甘えられる環境で、豊かな愛着関係をモットー

に！！笑う事が大好きな子育ちを引き出します。

第３ひだまりの保育園



121

○いきいきと食べる子ども

食べる事は生きる事！生きる為に必要不可欠な食事だから、楽しく、たくさんをモットーに！！食べる事が大

好きな子育ちを引き出します。

○保育園の特徴○

ひだまりの保育園は、「愛情の温もり」と「陽射しの温もり」にあふれた、優しさと温かみが溜まる幸せな場所

をモットーに毎日の保育を行っています！

保育者一人一人が、『ひだまり』のような優しい愛情と力強く温かいエネルギーを注ぎ、子どもたちの生気と

活気がみなぎる、健全な子育ちに相応しい保育園です！！

○給食○

食べる事が大好きな子どもへと成長できるように、美味しさ満点の給食を提供します！

食育への取り組みでは、毎日の給食を、楽しい雰囲気の中で、美味しく食べる事を大切に進めます！

調理へのこだわりは、【和食を中心に洋食と中華を取り入れたメニュー】【季節を味わうメニュー】【飽きること

なく食べ続けられるメニュー】です！！

アレルギー対応の有無 有。医師により食物アレルギーのため食品の除去が必要と診断された場合、

指示された食品の除去対応を行います。

○その他○

★たっぷりの専用駐車場がありますので送迎は楽々です！！

＜園バス＞

戸外保育は足を延ばして市外の公園や児童館へ！市内はもちろん、高島平・戸田・朝霞・志木など楽しいス

ポットをあちこち開拓して遊びます！

遠足もバスを駆使して、サンシャイン水族館、鉄道博物館、井の頭自然文化園に行っています！

＜えいごあそび＞

毎週一回、主活動の一環として、専属講師による乳幼児向けの “えいごあそび”を行います！

「言葉」・「音楽」・「動き」を組み合わせたリトミックを中心に、色々な遊びを通して表現力を高めます！

【特色】 ●もっと知りたい、もっと話したくなる！ ●英語がぐんぐん身についていくのが分かる！

●ぐっと英語が身近になる！ ●世界への扉を開く！

＜毎月行事＞ お誕生会 身体測定 食育の日 避難訓練 防犯訓練

＜年間行事＞ ４月 入園 １０月 運動会 ハロウィン

５月 こどもの日 母の日 春の小遠足 １１月 勤労感謝の日 秋の小遠足

６月 父の日 懇親会 プール開き １２月 クリスマス

７月 七夕 Ｃｏｏｋｉｎｇ保育 １月 お正月 Ｃｏｏｋｉｎｇ保育

８月 夏祭り ２月 節分 お楽しみ会

９月 お月見 敬老の日 ３月 ひなまつり お別れ遠足 進級・卒園

＜季節イベント＞

月単位の行事を、家庭ではできない集団の利を最大限に引き出したアクティビティ型企画や、保育参観から

給食を共にした懇親会まで、親子の情緒的な安定を目的としたコミュニケーション型企画を開催します。
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スピカ☆リトルスター保育園
※スピカ☆リトルスター保育園は、小規模保育事業所Ｂ型です。

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

和光市下新倉２―９―３３

電話番号 ０４８－４２４－４３０４

ＦＡＸ番号 ０４８－４２４－４３０５

開設年月日 平成３０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（予定） 生後５７日～２歳児まで

定員（予定） ０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 合計

６ ６ ７ － － － １９

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。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

１・２歳児 ３０分 １２０円 【上限 月額７００円】

標準時間認定・短時間認定の方 〇１８：００～１９：００

日額 ０歳児※ ３０分 １５０円 １・２歳児 ３０分 １２０円

※スピカ☆リトルスター保育園の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

スモック・クレヨン・のり(１歳児～) 粘土・粘土板・粘土ケース（２歳児）

自由画帳・帽子・連絡帳(全年齢)

職員の職種 園長、保育士、保育従事者、調理員

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。

大和中学校

スピカ☆

リトルスター保育園

★
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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

＜リトルスター保育園の目指す子ども像＞

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の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３～４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・８月水遊び ９月クッキーづくり 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。

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の方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

大切にする心が育つことをねらいとしています。

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。
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シリウス☆リトルスター保育園
※シリウス☆リトルスター保育園は、小規模保育事業所Ｂ型です。

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２－１４－３８

電話番号 ０４８－４５８－０５７４

ＦＡＸ番号 ０４８－４５８－０５８４

開設年月日 平成３０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（予定） 生後５７日～２歳児まで

定員（予定） ０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 合計

６ ６ ７ － － － １９

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。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

１・２歳児 ３０分 １２０円 【上限 月額７００円】

標準時間認定・短時間認定の方 〇１８：００～１９：００

日額 ０歳児※ ３０分 １５０円 １・２歳児 ３０分 １２０円

※シリウス☆リトルスター保育園の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

スモック・クレヨン・のり(１歳児～) 粘土・粘土板・粘土ケース（２歳児）

自由画帳・帽子・連絡帳(全年齢)

職員の職種 園長、保育士、保育従事者、調理員

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。

和光陸橋

★

シリウス☆

リトルスター保育園
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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

＜リトルスター保育園の目指す子ども像＞

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の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３～４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・８月水遊び ９月クッキーづくり 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。

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の方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

大切にする心が育つことをねらいとしています。

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。
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こぐま保育室
※２０１９年４月より、こぐま保育室は、家庭保育室から小規模保育事業所Ｂ型に移行しました。

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5-13ハイム山田101

電話番号 048-485-9333

ＦＡＸ番号 048-485-9334

開設年月日 平成 31 年 4 月 1 日

運営形態 民設民営

運営 一般社団法人 ひるがお

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

３ ３ ４ ― ― ― １０

標準保育時間

（月～土）
午前 7 時 00 分から午後 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～31 日，翌年 1 月 1 日～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金をいただきます。

10 分_100 円 月極 10 分_1,000 円 （0 歳児から 2 歳児 一律料金）

保育料以外の徴収
行事積立金（月_2,000 円 ※年度末に精算）、帽子（入園時_1,000 円）

連絡帳用ノート他 雑費（都度）、布団レンタル代（年_2,000 円）

職員の職種 施設長，保育士，調理師，栄養士

健康管理
身体測定（月_1 回），内科検診（年_2 回），歯科検診（年_1 回）

※ 入園前には各ご家庭で入園前検診を受診し、診断書を提出して頂きます。

○ 保育方針・目標 ○

【 保育方針 】

＊ 家庭的な環境で保育を行います。

＊ 縦割り保育で兄弟姉妹感覚を味わい、人とのかかわりを大切にします。

＊ 保護者、地域と連携を取り一緒に子育てを行います。

【 保育目標 】

０歳：一人一人の生活リズムを大切にし、安定した生活を送ります。

１歳：毎日の生活の中から色々なことを経験して楽しみます。

２歳：友達遊びを通して集団生活の楽しみを知ります。

こぐま保育室
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○ 給食 ○

季節感を大切にした献立を栄養士が作成し、園内で調理します。

※ アレルギー対応 ： 有り

Ø 病院からの診断書をもとに、保護者と面談を行います。

Ø アレルギー食材を除去した食事、おやつの提供を行います。

Ø 保護者よりあらかじめ調剤薬を預かり、誤飲の際や緊急時に対応いたします。

【 年間行事 】

【 その他の行事 】

＊身体測定（月_1 回） ＊避難訓練（月_1 回） ＊地域交流活動（和光市駅での七夕飾り等） 他

月 行事内容

4月 入園式 / お花見

5月 こどもの日

6月 虫歯予防デー / 時の記念日 / 家族の日

7月 七夕

8月 水遊び

9月 親子レクレーション / 敬老の日

10月 ハロウィン

11月 七五三祝い / 勤労感謝の日

12月 クリスマス会 / クリスマス会食

1月 正月 / 年賀状

2月 お別れ遠足 / 節分豆まき / バレンタイン / 入園説明会

3月 ひな祭り / 卒園式

【 保育内容-特徴 】

n 通常保育 ： 生活のリズムを身につける。お友達との遊びを通して、集団行動を学ぶ。

n 季節行事 ： 季節感を体験する。伝統行事を知る。

n 親子行事 ： 親子で参加して、お友達の家族とのコミュニケーションを図る。

n 体験保育 ： 制作・散歩・・歌・お遊戯 などを通して視野を広げる。

n ヨガリック（ヨガとリトミック）教室の実施（有資格者による指導）

n プロの講師による教室
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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。

事業所内保育事業所の紹介
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さいたま保育園
※さいたま保育園は地域型保育事業（事業所内保育事業所）です。事業所内保育所は「従業員枠」と「地域枠」があります。「従

業員枠」は、従業員の方のための受入枠であり、事業所へ直接申し込みが必要となります。「地域枠」は、一般市民の方のため

の受入枠であり、通常の保育園と同様、和光市へ申し込みが必要となります。

所在地 〒３５１－０１０２

和光市諏訪２－１（埼玉病院敷地内）

電話番号 ０４８－４６１－５７８２

FAX 番号 ０４８－４６１－５７８２

開設年月日 平成３０年 １０月１日

運営形態 民設民営

運営 国立病院機構埼玉病院

定員 ０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 合計

従業員枠 従業員枠については、直接さいたま保育園へお問合せください。

地域枠 ０ 12 12 － － － 24

駐車場の有無 有（埼玉病院駐車場） 園庭の有無 有

通常保育時間 月～土 ７：００～１８：００

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 １８：００～２０：００ 土 １８：００～１９：００

＊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 15 分毎 100 円

保育料以外の徴収 教材代、行事代、写真代（実費）、帽子代（1,100 円）

職員の職種 園長、主任、保育士、保育補助、栄養士、調理師

健康管理 身体測定、園児健診（年２回）、歯科検診（年１回）

○保育目標・方針○

保育理念

○子ども達一人ひとりに寄り添い、柔軟で豊かに生きる力を育てる。

○一人ひとりを大切にし安心感に包まれ安定した気持ちで過ごせる様に努める。

○保護者との連携を密に保護者がいきいきと安心して仕事と子育ての両立が出来る保育園を目指す。

○職員の資質向上及び職員全体の専門性の向上を図る。

保育方針

○子ども一人ひとりの自立を促し、意欲や協調性を育てる。

○異年齢保育を通してともに育ちあえる環境を整える。

○子どもが過ごしやすい、家庭的な雰囲気を作る。

○個々の生活状況を把握し、子どもの情緒の安定を図る。

保育目標

○明るく元気でたくましい子ども。

○自分で気づき自発的に動こうとする子ども。

○思いやりのある優しい子ども。

○元気に挨拶のできる子ども。

さいたま保育園
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○保育園の特徴○

○家庭的な雰囲気の中で保育を行います。

○遊びの中から子どもたちが発見をし学びあえる環境を整えます。

○行事や保育の写真を掲示し、普段の保育の様子が分かるようにします。

○元気に挨拶が出来る子どもに育てます。

○異年齢保育を通して思いやりの心を育てます。

この５点を大事にしながら、さいたま保育園では保育を行っています。また、家庭的な雰囲気の中、保護

者の方とのコミュニケーションを大切にしています。

○給食○ （調理方法・外部委託の搬入等）

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

（対応方法等）

有。医師の指示書に基づき、対応しています。

（保護者との面談を実施します。）

○その他○

≪年間行事≫

【はる】 【なつ】

入園式、こどもの日集会、じゃがいも掘り 七夕祭り、水遊び、プール遊び

春の遠足、個人面談、園児健診 、歯科検診 夏祭り、すいか割り

【あき】 【ふゆ】

親子ミニ運動会、ハロウィンパーティー クリスマス会、節分豆まき、ひな祭り

園児健診 お別れ会、お別れバス遠足、卒園式

≪毎月の行事≫

身体測定、避難訓練、誕生日会
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（０ age - 2 ages）

幼稚園（ ３歳～小学校前まで）

kindergarten

新倉幼稚園

NIIKURA

やまと幼稚園

YAMATO

大和すみれ幼稚園

YAMATO-SUMIRE

小羊幼稚園

KOHITSUJI

保育所・認定こども園（20）
（0歳～小学校前まで）
（0 age - before elementary-school）

みなみ保育園

MINAMI

しらこ保育園

SHIRAKO

にいくら保育園

NIIKURA

ほんちょう保育園

HONCHOU

ひろさわ保育園

HIROSAWA

キッズエイド和光保育園

KIDS-AID WAKO

和光駅前保育園（２歳児まで）

WAKOEKIMAE（under 2 ages）

下新倉みどり保育園

SHIMONIIKURA-MIDORI

ハレルヤ保育園

HALLELUJAH

ゆめの木保育園

YUMENOKI

あすの木保育園

ASUNOKI

里仁育舎

RIJINIKUSHA

諏訪ひかり保育園

SUWA-HIKARI

キッズエイド吹上保育園

KIDS-AID HUKIAGE

和光プライムスター保育園

WAKO PRIME-STAR

和光どろんこ保育園

WAKO DORONKO

中央ひなた保育園（３歳児から）

CHUOU　HINATA（3ages or older）

下新倉プライムスター保育園

SHIMONIIKURA PRIME-STAR

丸山台プライムスター保育園

MARUYAMADAI　PRIME-STAR

（１歳児から）（1ages or older）

和光なかよしこども園

WAKO NAKAYOSHI KODOMOEN

小規模保育事業所等（０歳～２歳になる年の年度末まで）

和光第２エンゼル保育室 和光リトルスター保育園 和光第３エンゼル保育室 こぐま保育室

WAKO DAINI ANGEL WAKO LITTLE-STAR WAKO DAISAN ANGEL KOGUMA

あそびのてんさい和光保育園 下新倉リトルスター保育園 しらこ北リトルスター保育園

ASOBINOTENSAI WAKO SHIMONIIKURA LITTLE-STAR SHIRAKOKITA LITTLE-STAR

あそびのてんさい和光北口保育園 ひだまりの保育園 しらこ南リトルスター保育園

ASOBINOTENSAI WAKO-KITAGUCHI HIDAMARINO SHIRAKOMINAMI LITTLE-STAR

保育ルームフェリーチェ和光園 第２ひだまりの保育園 丸山台ひなた保育園（１歳児から）

FELICE　WAKO DAINI HIDAMARINO MARUYAMADAI HINATA（1＆2ages）

保育ルームフェリーチェ和光Ⅱ園 和光市ひなた保育園 第３ひだまりの保育園

FELICE　WAKOⅡ WAKOSHI HINATA DAISAN HIDAMARINO

さくらさくみらい　和光 わこうっちリトルスター保育園 スピカ☆リトルスター保育園

SAKURASAKU WAKO WAKOCCHI LITTLE-STAR SPICA☆LITTLE-STAR

つかさ保育園 リトルスター保育園さつきちゃんのおうち シリウス☆リトルスター保育園

TSUKASA SATSUKICHAN-NO-OUCHI SIRIUS☆LITTLE-STAR

メリーポピンズ和光ルーム 和光エンゼル保育室 さいたま保育園（１歳児から）

MARY POPPINS WAKO WAKO ANGEL SAITAMA（1＆2ages）

　※ 幼稚園は通常の預かり時間を延長して児童を預かる「 預かり保育」 があります 。

和光市　幼稚園・保育施設マップ

※幼稚園は対象外

　 Not subject to adjustment

☆ Ⅰ

☆ Ⅱ

☆ Ⅲ

☆ Ⅳ

□ 1

□ 2

□ 3

□ 4

□ 5

□ 6

□ 7

□ 8

□ 9

□ 10

□ 11

□ 12

□ 13

□ 14

□ 15

□ 16

□ 17

□ 18

□ 19

□ 20

□ １ □ ９ □ 17 □ 25

□ ２ □ １０ □ 18

□ ３ □ １１ □ 19

□ ４ □ １２ □ 20

□ ５ □ １３ □ 21

□ ６ □ １４ □ 22

□ ７ □ １５ □ 23

□ ８ □ １６ □ 24


