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５-２６ みき保育園 
（社会福祉法人片山会） 

■園 長：並木 良  

■設 立：平成 23 年 4月 

■住 所：〒352-0024 新座市道場 2－9－19 

■電 話：048（480）3622  ■ＦＡＸ：048（480）3623 

■ホームページ：http://www.ans.co.jp/n/miki/ 
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 11 名 11 名 12 名 12 名 土曜 7:30～18:00 

保育年齢 ８か月～ 一時保育 あり ０歳児クラスの 

利用可能時間 
平日:8:30～18:00 

土曜:利用不可 園庭 あり ３歳児以上給食費 6,000 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 

全室冷暖房完備 

組み立てプール 

園外保育用ワゴン車（15 人乗）

床暖房（0,1 歳児室、ホール） 

園庭約 720 ㎡ 

短時間 

7:00～7:59 200 円/30 分 なし 

8:00～8:29 100 円/30 分 なし 

16:31～17:00 100 円/30 分 なし 
17:01～19:00 200 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  

【保育目標】 

・元気な子供で、思いやりのある心を育てる 

・身の回りのことは、自分で出来る力を育む 

・豊かな感性と創造性の芽生えを培う 

【保育の特徴】 

・体育指導 ３～５歳児対象に月２回大泉スワローの体育指導員による体操教室があります。 

（園庭及びホールにて） 

・英語教室 ４～５歳児対象に月２回専門講師による 

・水泳指導 ５歳児のみ。月２回後楽園ひばりヶ丘スイミングスクールへ行きます。 

食育にも力を入れています。 

春：入園・進級のお祝い、種もみ蒔き、 

さつま芋苗植え、お楽しみ会(５歳児のみ) 

じゃが芋収穫 

夏：プール遊び、桃狩り 

秋：ぶどう狩り、大根種まき・収穫、 

運動会、いも堀、稲刈り、園外保育、 

秋まつり 

冬：おゆうぎ会、もちつき、卒業遠足、卒園式、

じゃがいも種植え 

洋食 
レストラン 

コンビニ 

なか卯 

丸源ラーメン 

オリーブの丘 

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


 

５-２７ 横田保育園 
（社会福祉法人まるよ会） 

■園 長：横田 茂  

■設 立：昭和 44 年 4月 

■住 所：〒352-0034 新座市野寺 2－5－46 

■電 話：048（478）1369  ■ＦＡＸ：048（478）1418 

■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 

（90 名） 6 名 12 名 12 名 20 名 20 名 20 名 土曜 7:30～16:30 

保育年齢 ８か月～ 一時保育 
平日 8:30～17:00 

土曜 8:30～12:00 
０歳児クラスの 

利用可能時間 

平日:8:30～17:00 

土曜:8:30～12:00 
園庭 あり ３歳児以上給食費 6,000 円/月 

駐車場 あり（５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、 

送迎時の駐車場あり、プール、

園外保育用バス（法人所有）、

子育て支援センター 

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 2,000 円/30 分 

■保育の特徴など              ■主な年間行事  

保育目標 

☆よく遊ぶ子 ☆こころすなおな明るい子  

☆たいりょくつけて丈夫な子 

保育内容 

・設定保育…クラス（年齢）別の、造形・音楽リズム・散歩等遊びを主とした活動 

・自由遊び…異年齢の子どもたちが、互いを思いやり、刺激し合い自由にあそぶ。 

・専門講師によるリズム教室（３歳以上児・月３回） 

 

春：入園・進級、春の遠足、うどん作り 

夏：プール遊び、川遊び、夏祭り 

秋：秋の遠足、月見だんご作り、運動会 

冬：発表会、お餅つき、節分、卒園式、 

お別れ会 

☆季節に応じて園外保育(お散歩・遠足)を

多く取り入れています。 



 

５-２８ 保育園元気キッズ 
新座池田園 
（株式会社 SHUHARI） 

■園 長：大竹 和香子 

■設 立：令和 2 年 4月 

■住 所：〒352-0015 新座市池田 4-8-37 

■電 話：048-423-9515  ■ＦＡＸ：048-423-9516 

■ホームページ：https://www.genki-kids.net/ 
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 

（96 名） 3 名 6 名 12 名 25 名 25 名 25 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・床暖房 

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（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、個々の発達の支援を行うことも可能です。人数に制限があ

りますので、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。 

春：歯科検診、内科健診、保護者会 

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 

卒園式 

毎月、幼児クラス（３～５才児）は、リト

ミック、体操・造形の講師による教室を開

催しております。 

https://www.genki-kids.net/


 

５-５５ さつき新座保育園 

（株式会社さつき） 

■園 長：國安 優美  

■設 立：平成 30 年 4月 

■住 所：〒352-0015 新座市池田 4－1－10 

■電 話：048（483）1890  ■ＦＡＸ：048（483）1890 

■ホームページ：https://satsuki21.wixsite.com/satsukiniiza 
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 7:30～18:30 

（7 名） 2 名 2 名 3 名 － － － 土曜 土曜保育なし 

保育年齢 ３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 

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 

短時間 
7:30～8:29 300 円/30 分 なし 

16:31～18:30 300 円/30 分 なし 

標準時間 
－ －  

－ －  

■保育の特徴など              ■主な年間行事  

「大切にしていること」 

穏やかな環境の中で、ひとりひとりの子どもにとって 

居心地の良い保育生活を心がけています。 

子どもたちの日々の経験や発達過程を大切にしながら 

家庭と共に子育てを楽しみ 

愛情たっぷりの保育を行っています。 

 

○卒園後は、年少組から入園できる連携幼稚園があります。 

 

春：入園・進級式、子どもの日祝い会、 

お誕生会（毎月）、健康診断(年２回)、 

歯科健診 

夏：水あそび、七夕の会、夏まつり 

秋：運動会ごっこ、おいも堀り 

冬：クリスマス発表会、お正月祝い会、 

豆まき、ひな祭り会、卒園遠足、卒園式

 

 

https://satsuki21.wixsite.com/satsukiniiza

