
 

 
 

地域３ ＜野火止（１～４丁目）、菅沢、あたご、本多、西堀、新堀＞ 

3-13 保 野火止保育園 

3-14 保 すこやか保育園 

3-19 保 光第二保育園 

3-12 保 西堀保育園 

3-18 保 光保育園 

3-50 小 元気キッズ新座新堀園 

3-20 保 新堀保育園 3-49 小 ちゅうりっぷ園新堀 

3-15 保 白梅保育園 

3-16 保 キッド・ステイ新座保育園 

3-17 保 アヤ保育園 

地域１ 

地域２ 

地域６ 

地域５ 保 保育園 

（保育年齢０～５歳） 

小 小規模保育施設 

（保育年齢０～２歳） 



 

３-1２ 西堀保育園 
（新座市） 

■園 長：金子 直子 

■設 立：昭和 46 年 9月（平成 24 年 2月建替え） 

■住 所：〒352-0031 新座市西堀 2-18-3 

■電 話：042（492）3111  ■ＦＡＸ：042（492）2950 

■ホームページ：－ 
保育園 

■保育園 DATA 保育園所在地 

定員 ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 
開園時間 

平日 7:00～19:00 

（100 名） 6 名 12 名 16 名 20 名 22 名 24 名 土曜 7:00～19:00 

保育年齢 ６か月～ 一時保育 なし ０歳児クラスの 

利用可能時間 
同上 

園庭 あり ３歳児以上給食費 5,500 円/月 

駐車場 あり 

延長 

保育料金 

保育必要量 利用時間 スポット料金 月額料金 

施

設

概

要 

全室冷暖房完備 

床暖房 

太陽光発電 

プール 

短時間 
7:00～8:29 150 円/30 分 1,200 円/30 分 

16:31～19:00 150 円/30 分 1,200 円/30 分 

標準時間 
18:01～18:30 100 円/30 分 800 円/30 分 

18:31～19:00 150 円/30 分 1,200 円/30 分 

■保育の特徴など              ■主な年間行事  

【保育園の目標 保育の特徴】 

子育ての輪をみんなで作りましょう！ 

● 心身共に健康な子どもに。 

● 地域の自然や人々とのふれあいを通じ、意欲のある豊かに表現する子どもに。 

● 仲間と共に生活し、やさしさを持てる子どもに。 

● 保護者と力をあわせて、共育ちを。 

● 地域の子育て、子育ちを応援する。 

 【特色】 

自然や小動物に触れあいながらの散歩 

伝承芸能に親しむ（5歳児の和太鼓） 

プランターで野菜を育てて食べる（食育） 

亀の飼育     リズム 

・大きな行事 

なつまつり、運動会、 

お楽しみ会、卒園式 

・園外保育 

 2 歳児歩き遠足、3.4 歳児バス遠足 

5 歳児バス遠足、人形劇鑑賞（5歳児） 

・その他 

毎月の誕生会、5歳児特別保育、七夕 

料理保育、豆まき、あそぼう会等 

 

新型コロナウイルス感染症の状況により、

内容の変更があります。 

 



 

３-１３ 野火止保育園 
（社会福祉法人 常盤会） 

■園 長：長谷川 源六 

■設 立：平成 29 年 4月 

■住 所：〒352-0011 新座市野火止 4-9-11 

■電 話：048（487）7826  ■ＦＡＸ：048（487）7827 

■ホームページ： http://tokiwakai.com/ 
保育園 

■保育園 DATA 保育園所在地 

定員 ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 
開園時間 

平日 7:00～19:00 

（75 名） 6 名 12 名 12 名 15 名 15 名 15 名 土曜 7:00～19:00 

保育年齢 ８か月～ 一時保育 9:00～17:00 土曜日なし ０歳児クラスの 

利用可能時間 

満 1 歳を迎えるまで 

7:00～17:30 園庭 あり ３歳児以上給食費 5,500 円/月 

駐車場 あり（１２台） 

延長 

保育料金 

保育必要量 利用時間 スポット料金 月額料金 

施

設

概

要 

全室冷暖房完備 

１階床暖房 

太陽光発電 

短時間 
7:00～8:29 200 円/30 分 なし 

16:31～19:00 200 円/30 分 なし 

標準時間 
－ － － 

18:01～19:00 200 円/30 分 なし 

■保育の特徴など              ■主な年間行事  

【保育所の方針】 

 長年にわたり、障害者支援・児童発達支援に携わってきた経験と実績を活かし、子ども

一人ひとりの発達状況を正しく捉え、成長と個性に応じた多様性のある保育プログラムを

実施します。 

○さまざまな体験や経験を重ねながら、子ども自ら伸びる力を大切にし、四季の自然ととも

に子どもたちの生活を作り上げていきます。 

〇子ども一人ひとりの感じ方や考え方を大切にし、集団の中で個性をどう活かしていくかを

子どもたち一人ひとりと一緒に考えていきます。 

○家庭や地域、小学校等の関係機関と連携し、子どもの育ちや学びの連続性を大切にします。 

○保育園の保護者・地域の子育て家庭を、関係機関と連携を図りながら見守り支援します。 

【地域支援】 

〇園庭開放《にじいろタイム》月１～２回☆未就学児のお子さまであれば、どなたでもご利

用できます。５月・６月・１０月・１１月は、食育やベビーマッサージなどの子育てサロン

も行っています。 

春：入園式、春の自然散策 

夏：プールあそび、七夕、夏まつり 

秋：遠足、運動会、ハロウィン、 

秋の自然散策、社会体験《買い物》 

冬：クリスマス会、節分集会、発表会、 

おたのしみ遠足、卒園式 

☆保育参観・保育参加 年２回 

http://tokiwakai.com/


 

３-１４ すこやか保育園 
（社会福祉法人アヤ福祉会） 

■園 長：五十嵐 文子 

■設 立：平成 18 年 12 月 

■住 所：〒352-0011 新座市野火止 4-14-12 

■電 話：048（480）5570  ■ＦＡＸ：048（480）5560 

■ホームページ：http://www.aya-fukushikai.or.jp/ 保育園 

■保育園 DATA 保育園所在地 

定員 ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 
開園時間 

平日 7:00～19:00 

（90 名） 6 名 12 名 12 名 16 名 22 名 22 名 土曜 8:30～17:30 

保育年齢 ２か月～ 一時保育 
8:30～16:30 土曜日なし 

8 か月から 
０歳児クラスの 

利用可能時間 

平日:8:30～18:00 

土曜:なし 
園庭 あり ３歳児以上給食費 5,500 円/月 

駐車場 あり（３０台） 

延長 

保育料金 

保育必要量 利用時間 スポット料金 月額料金 

施

設

概

要 

温水プール 

園バス（園外保育用、送迎なし）

子育て支援センター「のびの

び」地域開放 

病後児保育実施 

短時間 
7:00～8:29 300 円/30 分 なし 

16:31～19:00 300 円/30 分 なし 

標準時間 

― ― ― 

18:01～19:00 300 円/30 分 なし 

■保育の特徴など              ■主な年間行事  

【保育目標】 

『心身ともに健康でたくましい子どもをそだてる』 

集団生活を楽しみながら、丈夫なからだ・心・おもいやり・創造力豊かで意欲のある子に育

てる 

 

【特色】 

みかんの里（老人施設）との交流、柔道保育（5歳児）、温水プール活動、和太鼓（５歳児）、

音楽指導（3,4 歳児）、リトミック（0,1,2 歳児）、体育、英会話、読み書き、ボルダリング 

春：お花見、遠足 

夏：七夕、プール、夏祭り 

秋：運動会、和太鼓（5歳児）遠足 

お店やさんごっこ 

冬：年末お楽しみ会、発表会、 

柔道大会（5歳児）、節分、卒園式 

http://www.aya-fukushikai.or.jp/


 

３-１５ 
白梅保育園 

（社会福祉法人陣屋会） 

■園 長：長谷川 久芳 

■設 立：昭和 56 年 4月 

■住 所：〒352-0011 新座市野火止 1-23-40 

■電 話：048（478）5343  ■ＦＡＸ：048（478）9590 

■ホームページ：http://www.jinyakai.com/shiraume/ 
保育園 

■保育園 DATA 保育園所在地 

定員 ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 
開園時間 

平日 7:00～19:00 

（60 名） 6 名 6 名 12 名 12 名 12 名 12 名 土曜 7:30～16:30 

保育年齢 ８か月～ 一時保育 なし ０歳児クラスの 

利用可能時間 

同上 

(土曜保育は離乳

食完了後から) 園庭 あり ３歳児以上給食費 6,000 円/月 

駐車場 あり（７台） 

延長 

保育料金 

保育必要量 利用時間 スポット料金 月額料金 

施

設

概

要 

平成２５年度耐震補強工事済み 

全室冷暖房完備 

プール 
 

短時間 
7:00～8:29 200 円/30 分 なし 

16:31～19:00 200 円/30 分 2,000 円/30 分 

標準時間 
― ― ― 

18:01～19:00 200 円/30 分 2,000 円/30 分 

■保育の特徴など              ■主な年間行事  

【保育目標 保育の特徴】 

☆たくさん遊べる子に育てる 

☆思いやりのある子に育てる 

☆個性豊かな子に育てる 

の３本を保育目標とし、０歳から５歳児までの乳幼児の情緒の安定をはかりながら遊びを中

心とした保育のなかから、集団生活でのルール・友だちを思いやる心が育めるよう心がけて

います。 

春：入園式、運動会ごっこ、さつまの苗植 

夏：プール、夏祭り、じゃがいも堀り 

秋：ぶどう狩り、山登り（５歳児）、運動会、

園外保育、お芋堀り、焼き芋大会 

冬：クリスマス会、お餅つき大会、 

お店やさんごっこ、節分、ひな祭り、 

卒園式、お別れ会  



 

３-１６ キッド・ステイ 

新座保育園 
（社会福祉法人 ゆずの木） 

■園 長：山口 義明 

■設 立：平成 26 年 4月 

■住 所：〒352-0011 新座市野火止 1-19-15 

■電 話：048（483）7337  ■ＦＡＸ：048（483）7335 

■ホームページ：http://solare-senh.jp 
保育園 

■保育園 DATA 保育園所在地 

定員 ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 
開園時間 

平日 7:00～20:30 

（120 名） 12 名 19 名 20 名 22 名 23 名 24 名 土曜 7:15～18:30 

保育年齢 ３か月～ 一時保育 
※１ 

9:00～17:00 土曜日なし 
０歳児クラスの 

利用可能時間 

【6 か月未満児】 

平日:8:30～17:00 

土曜:8:30～17:00 園庭 あり ３歳児以上給食費 7,500 円/月 

駐車場 あり（１１台） 

延長 

保育料金 

保育必要量 利用時間 スポット料金 月額料金 

施

設

概

要 

全室冷暖房完備、プール  

※1 一時保育は定員に空きが

ある場合のみ実施 

 

短時間 

7:00～8:29 200 円/30 分 なし 

16:31～20:00 200 円/30 分 2,000 円/30 分 

20:01～20:30 500 円/30 分 なし 

標準時間 
18:01～20:00 200 円/30 分 2,000 円/30 分 

20:01～20:30 500 円/30 分 なし 

■保育の特徴など              ■主な年間行事  

【保育内容】 

☆興味別保育   クラスの枠をはずし、こども自ら好きなコーナーで興味のあるものに関 

わって遊び、自主性、創造性を育てます。 

☆異年齢保育   通常は３,４,５歳各クラス単位で保育活動とし、主に生活の諸活動(行

事・午後の自由活動など)の中で合同で行います。 

☆開放型テラス 雨の日や風の強い日も、外で遊ぶのと同じような開放的なお部屋で楽し

く活動できます。 

☆屋外遊戯場   夜間照明設置（１９時位まで外で遊べます。） 

☆保育室、園庭、遊戯室の増改築工事をしました。 

夏：七夕、プール、夏祭り、野菜作り 

秋：運動会、芋堀り、遠足、ハロウィン 

冬：クリスマス会、もちつき、節分、生活発

表会卒園遠足 

内科検診 年２回 

歯科検診 年１回 

耳鼻科検診 年１回 

http://solare-senh.jp


 

３-１７ 
アヤ保育園 

（社会福祉法人アヤ福祉会） 

■園 長：五十嵐 二郎 

■設 立：昭和 50 年 4月（平成 23 年 4月建替え） 

■住 所：〒352-0022 新座市本多 1-9-37 

■電 話：048（477）5721  ■ＦＡＸ：048（477）5836 

■ホームページ：http://www.aya-fukushikai.or.jp 
保育園 

■保育園 DATA 保育園所在地 

定員 ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 
開園時間 

平日 7:00～19:00 

（120 名） 8 名 16 名 24 名 26 名 26 名 26 名 土曜 8:30～17:30 

保育年齢 ６か月～ 一時保育 なし ０歳児クラスの 

利用可能時間 

平日:8:30～18:00 

土曜:なし 園庭 あり ３歳児以上給食費 5,500 円/月 

駐車場 あり（３０台） 

延長 

保育料金 

保育必要量 利用時間 スポット料金 月額料金 

施

設

概

要 

地上３階建て、屋上芝生広場、 

全室冷暖房・床暖房完備、 

室内温水プール、図書室、 

園バス（園外保育用、送迎なし） 

短時間 
7:00～8:29 300 円/30 分 なし 

16:31～19:00 300 円/30 分 なし 

標準時間 
― ― ― 

18:01～19:00 300 円/30 分 なし 

■保育の特徴など              ■主な年間行事  

【保育目標】 

『心身ともに健康でたくましい子どもをそだてる』 

集団生活を楽しみながら、丈夫なからだ・心・おもいやり・創造力豊かで意欲のある子に 

育てる 

 

【特色】 

柔道保育（５歳児）、温水プール活動、和太鼓（５歳児）、音楽指導（３,４歳児）、 

リトミック（０,１,２歳児）、体育、英会話、読み書き 

夏：七夕、プール活動、なつまつり 

秋：運動会、和太鼓（５歳）、遠足 

冬：年末お楽しみ会、発表会、 

柔道大会（５歳児）、節分、 

お店やさんごっこ、卒園式（５歳児） 

 

※行事は状況により変更または中止する場

合がありますので、ご了承ください。 

新座駅 

新座市役所 
 

平林寺 
 

アヤ保育園 

消防署 
 

警察署 
 

郵便局 
 

西堀浄水場 
 

コンビニ 
 

 

http://www.aya-fukushikai.or.jp


 

３-１８ 光保育園 
（社会福祉法人千曲会） 

■園 長：照井 真歌 

■設 立：昭和 53 年 4月（平成 27 年 4 月建替え移転） 

■住 所：〒352-0032 新座市新堀 1-17-6 

■電 話：042（497）8167  ■ＦＡＸ：042（497）8168 

■ホームページ：http://www.ans.co.jp/n/niizahikari/ 
保育園 

■保育園 DATA 保育園所在地 

定員 ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 
開園時間 

平日 7:00～19:00 

（90 名） 8 名 12 名 16 名 18 名 18 名 18 名  土曜 7:00～18:00 

保育年齢 ２か月～ 一時保育 
平日:8:30～16:30 

土曜:9:00～12:00 
０歳児クラスの 

利用可能時間 
同上 

園庭 あり ３歳児以上給食費 5,500 円/月 

駐車場 あり（４台） 

延長 

保育料金 

保育必要量 利用時間 スポット料金 月額料金 

施

設

概

要 

各室冷暖房完備 

短時間 
7:00～8:29 200 円/30 分 なし 

16:31～19:00 200 円/30 分 なし 

標準時間 
18:01～18:30 100 円/30 分 なし 

18:31～19:00 200 円/30 分 なし 

■保育の特徴など              ■主な年間行事  

園目標「丈夫な体と豊かな人間性を育てる」 

【保育目標】 

・物を大切にする心を育てる ・命を大切にする心を育てる  

・生活経験を豊かにし自主協調性を養う 

・自分の考えがはっきり言え人の話を聞く態度を養う 

・体力をつけ気力を養う     ・基本的生活習慣を身につける 

【特色】 

・英語リトミック ・体育教室 ・わらべうた読み聞かせ ・縦割り保育 ・地域交流  

・新座幼年消防クラブ ・完全給食 ・育児相談 ・Kid's Gospel 

・就学準備カリキュラム「ちゃいるどすてっぷ」 

春：イチゴ狩り、遠足、消防署見学 

夏：プール、七夕まつり、夏祭り、 

お泊り保育、すいか割り、十五夜 

秋：運動会、遠足、芋堀り、サッカー大会 

クラス懇談会（作品展示会）、 

平林寺遠足 

冬：クリスマス会、もちつき、節分、 

お店やさんごっこ、ひな祭り、 

卒園記念遠足  

http://www.ans.co.jp/n/niizahikari/


 

３-１９ 光第二保育園 
（社会福祉法人千曲会） 

■園 長：山本 恵子 

■設 立：平成 19 年 4月 

■住 所：〒352-0031 新座市西堀 1-3-15 

■電 話：048（480）3366  ■ＦＡＸ：048（480）3368 

■ホームページ：http://www.ans.co.jp/n/hikaridaini/ 
保育園 

■保育園 DATA 保育園所在地 

定員 ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 
開園時間 

平日 7:00～19:00 

（100 名） 8 名 12 名 18 名 20 名 21 名 21 名 土曜 7:00～18:00 

保育年齢 ２か月～ 一時保育 平日、土曜 8:30～17:00 ０歳児クラスの 

利用可能時間 

平日:8:00～19:00 

土曜:8:00～18:00 園庭 あり ３歳児以上給食費 5,500 円/月 

駐車場 あり（７台） 

延長 

保育料金 

保育必要量 利用時間 スポット料金 月額料金 

施

設

概

要 

全室冷暖房完備、 

子育て支援センター「りんご」併設 

短時間 
7:00～8:29 200 円/30 分 なし 

16:31～19:00 200 円/30 分 なし 

標準時間 
18:01～18:30 100 円/30 分 なし 

18:31～19:00 200 円/30 分 なし 

■保育の特徴など              ■主な年間行事  

園目標「丈夫な体と豊かな人間性を育てる」 

【保育目標】 

・物を大切にする心を育てる  

・命を大切にする心を育てる 

・生活経験を豊かにし自主協調性を養う 

・自分の考えがはっきり言え人の話を聞く態度を養う 

・体力をつけ気力を養う  

・基本的生活習慣を身につける 

【特色】 

・完全給食 栄養士によるバランスのとれた食事 

・地域交流 お年寄り、子ども、老人ホーム、他園との交流 

・子育て支援センター 育児相談や様々な催し物を実施 

春：子どもの日、母の日、父の日、 

内科・歯科検診、クラス懇談会 

夏：プール開き、七夕、夏祭り、お泊り保育、

すいか割り、市民プール 

秋：運動会、遠足、芋堀り、内科、歯科検診、

遠足、七五三、クラス懇談会 

冬：クリスマス会、お餅つき、節分、 

ひな祭り、卒園式・お別れ会 

http://www.ans.co.jp/n/hikaridaini/


 

３-２０ 新堀保育園 
（社会福祉法人アヤ福祉会） 

■園 長：五十嵐 文 

■設 立：平成 15 年 4月 

■住 所：〒352-0032 新座市新堀 2-11-2 

■電 話：042（497）7175  ■ＦＡＸ：042（492）7797 

■ホームページ：－ 保育園 

■保育園 DATA 保育園所在地 

定員 ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 
開園時間 

平日 7:00～19:00 

（60 名） 6 名 8 名 10 名 12 名 12 名 12 名 土曜 8:30～17:30 

保育年齢 ８か月～ 一時保育 なし ０歳児クラスの 

利用可能時間 
平日:8:30～18:00 

土曜:なし 園庭 あり ３歳児以上給食費 5,500 円/月 

駐車場 あり（１０台） 

延長 

保育料金 

保育必要量 利用時間 スポット料金 月額料金 

施

設

概

要 

園バス（園外保育用・送迎なし） 

冷暖房 

エレベーター完備 

短時間 
7:00～8:29 300 円/30 分 なし 

16:31～19:00 300 円/30 分 なし 

標準時間 
― ― ― 

18:01～19:00 300 円/30 分 なし 

■保育の特徴など              ■主な年間行事  

【保育目標 保育の特徴】 

『心身ともに健康でたくましい子どもをそだてる』 

集団生活を楽しみながら、丈夫なからだ・心・おもいやり・想像力豊かで意欲のある子に育

てる 

 

【保育園の特色】 

柔道保育（５歳）、音楽指導（３,４歳）、和太鼓（５歳） 

夏：七夕、プール活動、なつまつり 

秋：運動会、和太鼓（５歳）、遠足、 

お店やさんごっこ 

冬：年末お楽しみ会、発表会、 

柔道大会（５歳）、節分、卒園式 

 



 

３-４９ ちゅうりっぷ園新堀 
（直美＆康郎コーポレーション株式会社） 

■施設長：山本 恭子  

■設 立：平成 27 年 4月（小規模保育施設に移行した年月日） 

■住 所：〒352-0032 新座市新堀 3-11-44 

■電 話：042（494）7588  ■ＦＡＸ：042（494）7589 

■ホームページ： http://tulipa-en.com 
小規模保育施設 

■保育園 DATA 保育園所在地 

定員 ０歳 1 歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 
開園時間 

平日 7:00～19:00 

（12 名） 3 名 4 名 5 名 － － － 土曜 7:00～18:00 

保育年齢 ２か月～ 一時保育 なし ０歳児クラスの 

利用可能時間 
同上 

園庭 なし ３歳児以上給食費 － 

駐車場 あり（２台） 

延長 

保育料金 

保育必要量 利用時間 スポット料金 月額料金 

施

設

概

要 

全室冷暖房完備 

送迎用駐車場 

 

短時間 

7:00～7:29 200 円/30 分 2,000 円/30 分 

7:30～8:29 0 円 なし 

16:31～17:00 0 円 なし 

17:01～19:00 200 円/30 分 2,000 円/30 分 

標準時間 
7:00～7:29 200 円/30 分 2,000 円/30 分 

18:31～19:00 200 円/30 分 2,000 円/30 分 

■保育の特徴など              ■主な年間行事  

地域の方々との連携を図り、子育ての支援を行う。子どもたちが、園生活を、安全に安心し

て楽しく過ごせるよう、保育面、設備面ともにより良い環境づくりを心掛け、日々努力を重

ね、保育を行っております。子どもたちが心豊かに保育される基礎的な習慣を養い、豊かな

人間性をもった子どもを、育成する保育園を目指しております。また、混合自由保育を実施

しており、自然に、年上の子が年下の子を思いやり可愛がることは当たり前のことであり、

知育・徳育・体育の三育法をもちい、心の芽生えを養います。当園の企業理念は、子どもに

対する教育をすることにより、将来未来を育み、大きな道しるべを導くことが、社会に対す

る貢献につながると考えております。子どもの成長は、それぞれ違い十人十色であります。

それぞれの人格、それぞれの成長に合わせた育て方が必要だと考えます。 

年２回の内科検診 

年１回の歯科検診 

http://tulipa-en.com


 

３-５０ 元気キッズ 
新座新堀園 
（株式会社 SHUHARI） 

■施設長：北川 結花 

■設 立：平成 27 年 4月 

■住 所：〒352-0032 新座市新堀 3-11-44 ヒルズ清瀬 1階 

■電 話：042（494）6261  ■ＦＡＸ：042（494）6261 

■ホームページ： http://www.genki-kids.net 
小規模保育施設 

■保育園 DATA 保育園所在地 

定員 ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 
開園時間 

平日 7:00～19:00 

（19 名） 3 名 8 名 8 名 － － － 土曜 7:00～18:30 

保育年齢 ６か月～ 一時保育 
※1 

平日:7：30～18：30 
０歳児クラスの 

利用可能時間 
同上 

園庭 なし ３歳児以上給食費 － 

駐車場 あり（１台） 

延長 

保育料金 

保育必要量 利用時間 スポット料金 月額料金 

施

設

概

要 

冷暖房完備、 

送迎用駐車場あり、園バスあり 

※1 一時保育は、定員に空き

がある場合のみ実施 

短時間 
7:00～8:29 150 円/30 分 1,200 円/30 分 

16:31～19:00 150 円/30 分 1,200 円/30 分 

標準時間 
18:01～18:30 100 円/30 分 800 円/30 分 

 18:31～19:00 250 円/30 分 2,000 円/30 分 

■保育の特徴など            ■主な年間行事  

元気キッズは、埼玉県内で保育園、発達支援など１０の事業を展開しています。 

★元気キッズ 保育４つの特徴★ 

元気キッズが取り組むのは子ども自身が未来を切りひらいていくための土台づくりです。子どもたちの 10 年後、20 年後

を見据えて「自分で選択し、決断できる力をやしなうこと」を軸とした保育を行っています。 

１、子どものありのままの姿を受け止め寄り添う保育 

２、1 人ひとりを尊重し「丁寧に伝える」保育 

３、自ら遊びを選択するコーナー保育 

４、創造する力、協働する力、対話する力を育む探求学習 

★給食★ 

子ども自身がどう食べるか選ぶ、楽しむ給食です。アレルギーや宗教食にも対応可 

★活動★ 

リトミック、体操、造形、バス遠足があります。（幼児クラスのみ） 

★連携★ 

元気キッズ児童発達支援所と連携し、保育園に通園しながら個々の発達支援を行うことも可能です。ご相談ください。 

★その他★ 

連絡帳や登園管理、会計は保育アプリで行います。 
２階にフリースペースがあり、雨天時でも体を動かすことができます。 

春：歯科検診、内科健診、親子茶話会 

夏：プール、水遊び、七夕、夏祭り 

秋：サツマイモ掘り、ハロウィン 

冬：クリスマス会、節分、親子楽しみ会 

 

 

http://www.genki-kids.net

