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認可保育所・保育園

※保育所（園）とは？

様々な事情で家庭保育ができないお子さんをお預かりし、保護

者に代わって保育を行う施設です。０～５歳児を対象とし、年

齢に応じた教育・保育活動を行います。

※入所を希望する場合は、市への申請が必要です。毎月の選考

により入所が決定した方には個別にご連絡しています。

※大村市では園の空き状況を市ホームページで公開しています。



                                          

　　 園の特色・ＰＲ

写 真

ＴＥＬ ＦＡＸ

園庭 駐車場

【年間の主な行事】

受入年齢

あり 標準時間

短時間

休園日

2

副食費 4,500 円/月額

３歳以上児の給食費です。

おむつ 紙おむつ・持ち帰り

保護者会 あり / 会費なし

・子育て相談（電話）
※移転準備に伴い支援センターを終了

しています。相談はお受けしています。

アレルギー対応 卵・乳・やまいも等 7：30～18：30

※アレルギーは園で対応が異なるためご相談をお願いします。 8：30～16：30

主食費 600 円/月額 日曜・祝日・12/29～1/3

看護師 1

事務員 1

【受入の状況】

【その他】 おおむね生後３か月から

給食 園内調理 あり 【保育時間】

障害児保育 あり：要相談 主任保育士 1 19:00 保育終了

保育士 21

【子育て支援】 調理員 5

一時預かり なし 職員 人数 17:00 順次降園

休日保育 なし 園長 1 18:30 延長保育

合計 75 15:15 おやつ

【利用可能なサービス】 16:00 お帰り準備

延長保育 18：30～19：00/1回300円 【職員数】R4.4.1現在 自由遊び

認可年月日 S32.4.1 ４歳児 15 13:30 午睡

あり あり ５歳児 20 15:00 起床

５２－２２５７ ５２ー２２５７ ２歳児 12 10:00 年齢別活動

ＨＰアドレス ー ３歳児 13 11:30 昼食準備・昼食

園長 樋口　雅子 ０歳児 6 8:00 自由遊び

住所 西三城町１２６ １歳児 9 9:30 朝のお集まり

【施設の概要】 【認可定員数】R４.4.1現在 【園の1日】

設置・運営 大村市 年齢 人数 7:30 順次登園

大 村 市 立 三 城 保 育 所

当保育所では、心身共に健康でたくましく、

主体的に遊びや生活を作り出す力と豊かな感

性をもち、自分を大切にできる子どもの育成

を目指しています。近隣には土手があり、赤

ちゃんから年長さんまで楽しく散歩していま

す。遊びを通して好奇心や挑戦する気持ちを

育てること、幼児期にしか得られない生きる

力を育てるために環境を整え、一人ひとりに

丁寧にかかわる保育を心がけています。

★は親子で参加して

いただく行事です。

４月：入所・進級の集い

５月：こどもの日

★保育参観（４～６月）

７月：七夕

プール遊び（8月まで）

８月：夏のお楽しみ会

１０月：★運動会

遠足

１１月：★発表会

１２月：クリスマス会・もちつき

２月：豆まき

３月：ひな祭り・お別れ遠足

★卒園式

三城保育所は令和４年１２月に移転を予定しています。

令和４年度の新規入所児童の募集は行っておりませんの

でご注意ください。（在園児童の兄弟児のみ受付があり

ます。）



　　 園の特色・ＰＲ

写 真

ＴＥＬ ＦＡＸ

園庭 駐車場

【年間の主な行事】

受入年齢

あり 標準時間

短時間

休園日

3

副食費 5,000 円/月額

３歳以上児の給食費です。

おむつ 紙おむつ・持ち帰り

保護者会 あり/年会費3,000円

・園庭開放・園舎開放・子育て相談
※詳しくは園にお問い合わせください。

アレルギー対応 卵・乳 7：00～18：00

※アレルギーは園で対応が異なるためご相談をお願いします。 8：30～16：30

主食費 主食持参（3歳以上） 円/月額 日曜・祝日・12/29～1/3

看護師 2

事務員 1

【受入の状況】

【その他】 生後２か月から

給食 園内調理 あり 【保育時間】

障害児保育 あり：要相談 主任保育士 1 19:00 保育終了

保育士 15

【子育て支援】 栄養士・調理員 4

一時預かり あり（詳しくは園にお尋ねください） 職員 人数 17:00 自由保育

休日保育 なし 園長 1 18:00 延長保育

合計 60 15:00 起床

【利用可能なサービス】 15:15 おやつ

延長保育 18：00～19：00/1回300円 【職員数】R4.4.1現在 16:00 お帰り準備

認可年月日 S52.5.6 ４歳児 15 12:30 午睡

あり あり ５歳児 15

５５－７６２２ ５５－７６０６ ２歳児 6 10:00 クラス別保育

ＨＰアドレス ー ３歳児 12 11:00 昼食準備・昼食

園長 永田　久子 ０歳児 6 8:00 自由遊び

住所 田下町１５７６－２ １歳児 6 9:30 朝のお集まり

【施設の概要】 【認可定員数】R４.4.1現在 【園の1日】

設置・運営 社会福祉法人 萱瀬保育園 年齢 人数 7:00 登園

萱 瀬 保 育 園

「つよい子・よい子・げんきな子」

みんなで育てよう

未来へ伸びる子ども

子ども一人ひとりを大切にし保護者から

信頼され、地域に愛される保育園を目指

します。

★は親子で参加して

いただく行事です。

４月：★入園式

５月：こどもの日の集い

７月：★個人面談

９月：★運動会

１０月：氷川神社おくんち

さんまパーティー

１１月：七五三

１２月：★お遊戯会

:  もちつき

１月：鬼火焚き

２月：節分

３月：★卒園式

ひなまつり



　　 園の特色・ＰＲ

写 真

ＴＥＬ ＦＡＸ

園庭 駐車場

 【年間の主な行事】

あり 受入年齢

標準時間

短時間

休園日

4

おむつ 紙おむつ・持ち帰り

保護者会 あり/年会費1,200円

・園庭開放・施設見学
・子育て相談（支援センター：ライオンキッズ併設）

※詳しくは園にお問い合わせください。

主食費 なし（ご飯持参） 円/月額 7：00～18：00

副食費 5,000 円/月額 8：30～16：30

３歳以上児の給食費です。 日曜・祝日・12/29～1/3

給食 園内調理 あり 【受入の状況】

アレルギー対応 卵・乳・小麦 生後３か月から

※アレルギーは園で対応が異なるためご相談をお願いします。 【保育時間】

子育て支援員 1

栄養士・調理員 6

看護師 2

保育補助 4

【その他】

障害児保育 あり：要相談 副園長 1 19:00 保育終了

主任保育士 1

【子育て支援】 保育士 19

一時預かり あり（詳しくは園にお尋ねください） 職員 人数 17:00 自由遊び

休日保育 なし 園長 1 18:00 延長保育

合計 180 14:30 起床

【利用可能なサービス】 15:00 おやつ

延長保育 18：00～19：00/1回300円・月3,000円 【職員数】R4.4.1現在 16:00 お帰りの準備

認可年月日 S45.4.1 ４歳児 35 13:00 午睡

あり あり ５歳児 35

５４－５０５６ ５４－３１９０ ２歳児 30 10:00 年齢別保育及び縦割り保育

ＨＰアドレス http://www.uematsuhoikuen.com ３歳児 35 11:20 昼食準備・昼食

園長 平田　和子 ０歳児 15 8:00 自由遊び

住所 坂口町３７６－１ １歳児 30 9:30 体操・朝のお集まり

【施設の概要】 【認可定員数】R４.4.1現在 【園の1日】

設置・運営 社会福祉法人 植松保育園 年齢 人数 7:00 登園

植 松 保 育 園

子どもの未来は花より根っこ

広い園庭で、お友達と元気に遊んだり、四季折々の

自然に触れながら・・・

・思いやりのある温かい心を。

・友達をつくり楽しく遊ぶ力を。

・活発に遊ぶすこやかなからだを。

・創造し表現する力を。

・いろいろな経験にいどみ、乗り越える力を。

私たちの願いは雨や風にも倒れない力強い根っこを育

てることです。

★は親子で参加して

いただく行事です。

４月：★入園式・遠足

５月：★保育参観

６月：ミニコンサート

７月：夏祭り

９月：★運動会・遠足

１０月：お店屋ごっこ・芋ほり

１２月：★発表会・もちつき

１月：★ロードレース

２月：豆まき

３月：★卒園式

http://www.uematsuhoikuen.com/


　　 園の特色・ＰＲ

写 真

ＴＥＬ ＦＡＸ

園庭 駐車場

 【年間の主な行事】

受入年齢

あり 標準時間

短時間

休園日

5

副食費 4,900 円/月額

３歳以上児の給食費です。

おむつ 紙おむつ・持ち帰り

保護者会 あり/年会費2,400円

18

24

・園庭開放・園舎開放
・子育て相談

※詳しくは園にお問い合わせください。

アレルギー対応 卵・乳・バナナ 7：30～18：30

※アレルギーは園で対応が異なるためご相談をお願いします。 8：30～16：30

主食費 1,100 円/月額 日曜・祝日・12/29～1/3

調理員等 3

看護師 1

【受入の状況】

【その他】 生後４か月から

給食 園内調理 あり 【保育時間】

障害児保育 あり：要相談 副園長 1 19:30 保育終了

主任保育士 1

【子育て支援】 保育士 14

一時預かり あり（詳しくは園にお尋ねください） 職員 人数 17:00 自由遊び

休日保育 なし 園長 1 18:30 延長保育

合計 60 15:00 起床

【利用可能なサービス】 15:15 おやつ

延長保育 18：30～19：30/1回300円 【職員数】R4.4.1現在 16:00 お帰りの準備

認可年月日 S48.4.1 ４歳児 13:00 午睡

あり あり ５歳児

５３－１０４５ ５３－１０４６ ２歳児 10:00 クラス別保育

ＨＰアドレス ー ３歳児 12 11:00 昼食準備・昼食

園長 上野　真承 ０歳児 6 8:00 自由遊び

住所 久原2丁目931-2 １歳児 9:00 おやつ・朝のお集まり

【施設の概要】 【認可定員数】R４.4.1現在 【園の1日】

設置・運営 社会福祉法人 和順会 年齢 人数 7:30 登園

久 原 保 育 園

のの様のみ教えを旨とし

元気なこども

思いやりのある子ども

よく考えて自分から行動する子ども

好奇心を探求する子ども

を育んでいます。

※仏様をのの様とお呼びしています。

★親子で参加して

いただく行事もあ

ります。

４月：入園・進級式

花まつり(専念寺にて)

５月：親子バス遠足

６月：親子工作教室

７月：盆踊り会

８月：お泊り保育

９月：親子運動会

１１月：年長組遠足

１２月：お遊戯会・もちつき会

２月：マラソン大会

奉仕作業

３月：卒園式・お別れ会



　　 園の特色・ＰＲ

写 真

ＴＥＬ ＦＡＸ

園庭 駐車場

 【年間の主な行事】

受入年齢

あり

標準時間

短時間

休園日

6

おむつ 紙おむつ持参・園にて処分

保護者会 あり/年会費2,000円

クラス別保育

・園庭開放・園舎開放
・子育て相談

※詳しくは園にお問い合わせください。

主食費 1,500 円/月額 8：30～16：30

副食費 4,500 円/月額 日曜・祝日・12/30～1/4

３歳以上児の給食費です。

給食 園内調理 あり 生後6か月から(相談可)

アレルギー対応 卵・乳・エビ・カニ他 【保育時間】

※アレルギーは園で対応が異なるためご相談をお願いします。 7：00～18：00

子育て支援員 1

栄養士・調理員 5

事務員 1

【その他】 【受入の状況】

障害児保育 あり：要相談 副園長 1 19:00 保育終了

主任保育士 1

【子育て支援】 保育士 15

一時預かり あり（詳しくは園にお尋ねください） 職員 人数 17:00 自由遊び

休日保育 なし 園長 1 18:01 延長保育

合計 60 14:45 起床

【利用可能なサービス】 15:00 おやつ

延長保育 18：00～19：00/1回300円・月3,000円 【職員数】R4.4.1現在 16:00 お帰りの準備

昼食準備・昼食

認可年月日 S49.4.1 ４歳児 11 12:30 午睡

あり あり ５歳児 11

５３－５３６０ ５３－５３９２ ２歳児 11 10:00

ＨＰアドレス ー ３歳児 11 11:30

園長 森田　豊 ０歳児 5 8:00 自由遊び

住所 日泊町７０９ １歳児 11 9:00

【施設の概要】 【認可定員数】R４.4.1現在 【園の1日】

設置・運営 社会福祉法人 三浦保育園 年齢 人数 7:00 登園

三 浦 保 育 園

大村市の最端の諫早市にほど近い、山と海

に囲まれた自然豊かな場所に位置するアット

ホームな保育園です。

四季折々の風景の中で地域一体となり、子ど

も達一人ひとりの成長に寄り添う和やかで笑

顔あふれる保育を目指しています。

★は親子で参加して

いただく行事です。

４月：★入園式・年輪運動会

５月：子どもの日・運動会

７月：七夕

８月：そうめん流し

９月：敬老会

１０月：★親子遠足・かんさくまつり

１１月：芋ほり

１２月：★お遊戯会

ベイサイド慰問（交流会）

２月：節分・ベイサイド慰問（発表会）

３月：ひなまつり・★卒園式他

※毎月/お誕生会

お弁当の日（６～９月なし）

※４，５歳児 体育教室（月３回）



　　 園の特色・ＰＲ

写 真

ＴＥＬ ＦＡＸ

園庭 駐車場

 【年間の主な行事】

受入年齢

あり

標準時間

短時間

休園日

7

副食費 4,500 円/月額 日曜・祝日・12/29～1/3

３歳以上児の給食費です。

おむつ 紙おむつ・持ち帰り

保護者会 あり/年会費1,500円

アレルギー対応 卵・乳・大豆他 【保育時間】

※アレルギーは園で対応が異なるためご相談をお願いします。 7：00～18：00

主食費 1,000 円/月額 8：30～16：30

栄養士・調理員 6

看護師 1

事務員・その他 3

【その他】 【受入の状況】

給食 園内調理 あり 生後２か月から

・園庭開放・園舎開放・子育て相談
※詳しくは園にお問い合わせください。

障害児保育 あり：要相談 主任保育士 1 19:00 保育終了

保育士 17

【子育て支援】 子育て支援員 2

一時預かり なし 職員 人数 16:30 自由遊び

休日保育 なし 園長 1 18:00 延長保育

合計 120 15:00 起床

【利用可能なサービス】 15:15 おやつ

延長保育 18：00～19：00/1回300円 【職員数】R4.4.1現在 16:00 お帰りの会

認可年月日 S49.4.1 ４歳児 19 13:00 午睡

あり あり ５歳児 19

５５－０８３４ ５５－０８４９ ２歳児 20 10:00 ｸﾗｽ別、縦割り保育

ＨＰアドレス ― ３歳児 20 11:30 昼食準備・昼食

園長 中尾　絵里子 ０歳児 18 8:00 自由遊び

住所 竹松本町６８９－２ １歳児 24 9:15 朝のつどい

【施設の概要】 【認可定員数】R４.4.1現在 【園の1日】

設置・運営 社会福祉法人 わかば保育園 年齢 人数 7:00 登園

わ か ば 保 育 園

「あかるく つよくたくましく

思いやりのある子ども」
を保育目標に、共に育ちあう環境づくりを心

がけています。

近くの商店街へ買い物へ出かけ、その後

ｸｯｷﾝｸﾞをする等、食育にも力を入れています。

★は親子で参加して

いただく行事です。

４月：★（新入園児）入園式

５月：★（以上児）運動会

６月：★未満児ｸﾗｽ別運動会

１０月：★未満児ｸﾗｽ別発表会

１１月：★（以上児）発表会

１２月：人形劇・もちつき

１月：鬼火焚き

２月：節分

３月：★卒園式



　　 園の特色・ＰＲ

写 真

ＴＥＬ ＦＡＸ

園庭 駐車場

 【年間の主な行事】

受入年齢

あり

標準時間

短時間

休園日

8

副食費 4,500 円/月額 日曜・祝日・12/29～1/3

３歳以上児の給食費です。

おむつ 紙おむつ・園にて処分

保護者会 あり/月300円

アレルギー対応
卵・乳・小麦

ピーナツ・鶏肉・えびかに 【保育時間】

※アレルギーは園で対応が異なるためご相談をお願いします。 7：00～18：00

主食費 1,200 円/月額 8：30～16：30

栄養士・調理員 6

看護師 1

事務員・その他 2

【その他】 【受入の状況】

給食 園内調理 あり 生後２か月から

・園庭開放(平日10～16時)・園舎開放
※詳しくは園にお問い合わせください。

現在コロナの感染拡大防止でお休みしています。

障害児保育 あり：要相談 主任保育士 1 19:00 保育終了

保育士 27

【子育て支援】 子育て支援員 5

一時預かり あり（詳しくは園にお尋ねください） 職員 人数 17:00 2クラスずつ合同保育

休日保育 なし 園長 1 18:00 延長保育

合計 155 14:50 起床

【利用可能なサービス】 15:00 おやつ

延長保育 18：00～19：00/1回300円・月3,000円 【職員数】R4.4.1現在 16:00 お集まり

認可年月日 S50.4.1 ４歳児 30 13:00 午睡

あり あり ５歳児 30

５３－６０５１ ５２－０７５４ ２歳児 26 10:00 お集まり・クラス別保育

ＨＰアドレス http://tokiwahoikuen.com/ ３歳児 27 11:00 0歳児より順次昼食

園長 松尾　千恵 ０歳児 18 8:00 自由遊び

住所 徳泉川内町５００－４８ １歳児 24 9:00 未満児おやつ

【施設の概要】 【認可定員数】R４.4.1現在 【園の1日】

設置・運営 社会福祉法人 常盤会 年齢 人数 7:00 順次登園

常 盤 保 育 園

保育目標

「心身共にたくましく、よく遊べる子ども」

～遊びを通して、協調性や自主性・運動機能

の発達を図り、情操豊かな子どもに育てる～

☆ 1人ひとりの子どもの個性と発達段階を大切

にし、安心して過ごせる環境を整え、地域に

根ざした『共に育ち合う保育園』『頼りになる

保育園』を目指しています。

★は親子で参加して

いただく行事です。

4月：★入園進級式

5月：こどもの日会・★歓迎遠足

6月：★保育参観

7月：七夕会

8月：水遊び・プール

9月：クッキング

10月：★運動会

11月：秋の遠足・七五三

12月：★おゆうぎ会・もちつき会

1月：鬼火焚き

2月：★絵画展

3月：お別れ遠足・★卒園式

http://tokiwahoikuen.com/


　　 園の特色・ＰＲ

写 真

ＴＥＬ ＦＡＸ

園庭 駐車場

 【年間の主な行事】

受入年齢

あり 標準時間

短時間

休園日

9

副食費 4,500 円/月額

３歳以上児の給食費です。

おむつ 紙おむつ・園にて処分

保護者会 あり/年会費2,000円（兄弟児は半額）

30

30

・園庭開放・園舎開放
※詳しくは園にお問い合わせください。

アレルギー対応 卵・乳・小麦・魚 7：00～18：00

※アレルギーは園で対応が異なるためご相談をお願いします。 8：30～16：30

主食費 1,500 円/月額 日曜・祝日・12/29～1/3

看護師 1

事務員・用務員 4

【受入の状況】

【その他】 生後３か月から

給食 園内調理 あり 【保育時間】

障害児保育 あり：要相談 主任保育士 1 19:00 保育終了

保育士 14

【子育て支援】 栄養士・調理員 4

一時預かり なし 職員 人数 自由遊び

休日保育 なし 園長 1 18:00 延長保育

合計 90 13:00 午睡

【利用可能なサービス】 15:00 目覚め・おやつ

延長保育 18：00～19：00/1回300円・月3,000円 【職員数】R4.4.1現在 16:00 帰りのお集まり

認可年月日 S51.4.1 ４歳児 11:15 給食準備

あり あり ５歳児 11:30 給食

５３－９６０２ ５０－２１３２ ２歳児 各クラスごとの活動

ＨＰアドレス ー ３歳児 20 9:30 おやつ（0，1，2歳児）

園長 坂元　利彦 ０歳児 10 自由遊び

住所 諏訪1丁目４５－１ １歳児 9:00 朝のお集まり

【施設の概要】 【認可定員数】R４.4.1現在 【園の1日】

設置・運営 社会福祉法人 徳栄会 年齢 人数 7:00 登園

諏 訪 保 育 園

園庭でのびのび遊び、給食をモリモリ

食べて、ぐっすり眠る・・・毎日を健や

かに過ごし、お友だちと共にすくすく成

長していく「すわん子」たちの笑顔が

いっぱいの保育園です。年長さん年中さ

んはみんなで心をひとつにして和太鼓に

も取り組んでいます。

運動会、 生活発表会、親子

ふれあい会などの保護者参加行

事があります。日程は年度初め

（もしくは入所時）にお知らせ

しています。



　　 園の特色・ＰＲ

写 真

ＴＥＬ ＦＡＸ

園庭 駐車場

 【年間の主な行事】

あり 受入年齢

標準時間

短時間

休園日

10

おむつ 紙おむつ・園にて処分

保護者会 あり/年会費3,600円

・園庭開放(毎週土曜日10時から11時まで：要相談）

※詳しくは園にお問い合わせください。

主食費 1,500 円/月額 7：00～18：00

副食費 4,500 円/月額 8：30～16：30

３歳以上児の給食費です。 日曜・祝日・12/29～1/3

給食 園内調理 あり 【受入の状況】

アレルギー対応 要相談 生後３か月から

※アレルギーは園で対応が異なるためご相談をお願いします。 【保育時間】

保育士 19

子育て支援員 2

栄養士・調理員 5

看護師 2

【その他】

障害児保育 あり：要相談 副園長 2 19:00 保育終了

事務長 1

【子育て支援】 主任保育士 1

一時預かり なし 職員 人数 16:30 順次降園・自由遊び

休日保育 なし 園長 1 18:00 延長保育

合計 110 15:00 起床

【利用可能なサービス】 15:20 おやつ

延長保育 18：00～19：00/1回300円・月3,000円 【職員数】R4.4.1現在 16:00 お帰りの歌

認可年月日 S51.4.1 ４歳児 20 13:00 午睡

あり あり ５歳児 20

５３－９６６１ ５３－９７２６ ２歳児 18 ～11:30 クラス別保育

ＨＰアドレス https://r.goope.jp/katamachihoikuen ３歳児 20 12:00 給食準備・給食

園長 原田　健太郎 ０歳児 16 9:00 お集まり

住所 片町１７５－８１ １歳児 16 9:30 おやつ（未満児）

【施設の概要】 【認可定員数】R４.4.1現在 【園の1日】

設置・運営 社会福祉法人 かたまち保育園 年齢 人数 7:00 順次登園・視診・自由遊び

か た ま ち 保 育 園

「つよく・ただしく・ほがらかに」

を保育方針とし、心身ともに健やかで明るく

思いやりのある子どもを育てます。保育ＩCT

システムの導入により、日常の保育の様子を

写真つきで詳しくお伝えしています。和太

鼓・英会話・水泳・体育教室も行っています。

★は親子で参加して

いただく行事です。

４月：★入園式・桜見学・歓迎遠足

５月：こどもの日の行事・ 菖蒲見学

７月：夏祭り・七夕の行事

８月：★運動会

１１月：七五三参拝

１２月：★お遊戯会・クリスマス会

もちつき

１月：初詣・もちふみ

２月：節分の行事

３月：★卒園式・ひなまつり

お別れ遠足

※保育参観はクラスごとに行います。

https://r.goope.jp/katamachihoikuen


　　 園の特色・ＰＲ

写 真

ＴＥＬ ＦＡＸ

園庭 駐車場

 【年間の主な行事】

あり 受入年齢

標準時間

短時間

休園日

11

おむつ
紙・布どちらも可

紙おむつ・園にて処分

保護者会 あり/月200円

40

45

・園庭開放・園舎開放・子育て相談
※詳しくは園にお問い合わせください。

主食費     約  600 円/月額 7：00～18：00

副食費 4,500 円/月額 8：30～16：30

３歳以上児の給食費です。 日曜・祝日・12/29～1/3

給食 園内調理 あり 【受入の状況】

アレルギー対応 要相談 生後２か月から

※アレルギーは園で対応が異なるためご相談をお願いします。 【保育時間】

子育て支援員 1

栄養士・調理員 4

看護師 1

事務員・用務員 5

【その他】

障害児保育 あり：要相談 副園長 1 19:30 保育終了

主任保育士 1

【子育て支援】 保育士 23

一時預かり なし 職員 人数 17:00 自由遊び

休日保育 なし 園長 1 18:00 延長保育

合計 130 15:00 起床

【利用可能なサービス】 15:15 おやつ

延長保育 18：00～19：00/1回350円・月3,500円 【職員数】R4.4.1現在 16:00 お帰りの準備

認可年月日 S57.4.1 ４歳児 13:00 午睡

あり あり ５歳児

５２－４１５２ ５２－８４００ ２歳児 10:00 クラス別保育

ＨＰアドレス https://nishiomura-fukushikai.or.jp/ ３歳児 25 11:30 給食準備・給食

園長 西川　一平 ０歳児 20 8:00 自由遊び

住所 杭出津１丁目８４２−２６ １歳児 9:00 朝のお集まり

【施設の概要】 【認可定員数】R４.4.1現在 【園の1日】

設置・運営 社会福祉法人 西大村福祉会 年齢 人数 7:00 登園

新 城 保 育 園

広い園庭でのびのびと身体を使って遊ぶ

ことができ、和太鼓やサッカー教室を通じ

て健全な身体づくりに努めています。また、

天気が良い日には近くの海岸や公園へ散歩

に出かけ、四季を感じられる保育を行うな

ど情緒を育むことも大切にしています。

★は親子で参加して

いただく行事です。

４月：★入園式

５月：★運動会

６月：★個人面談

７月：保育の夕べ

８月：夏越祭り（太鼓出演）

９月：社会見学

１０月：★保育参観

１１月：みかん狩り

１２月：★お遊戯会

１月：鬼火焚き

２月：豆まき

３月：★卒園式

https://nishiomura-fukushikai.or.jp/


　　 園の特色・ＰＲ

写 真

ＴＥＬ ＦＡＸ

園庭 駐車場

 【年間の主な行事】

受入年齢

あり 標準時間

短時間

休園日

12

副食費 4,500 円/月額

３歳以上児の給食費です。

おむつ 紙おむつ・持ち帰り

保護者会 あり/年会費2,400円

・園庭開放
※詳しくは園にお問い合わせください。

アレルギー対応 卵・乳・大豆 7：00～18：00

※アレルギーは園で対応が異なるためご相談をお願いします。 8：30～16：30

主食費 1,500 円/月額 日曜・祝日・12/29～1/3

調理員 3

看護師 1

【受入の状況】

【その他】 生後３か月から

給食 園内調理 あり 【保育時間】

障害児保育 あり：要相談 主任保育士 1

保育士 16

【子育て支援】 子育て支援員 1

一時預かり なし 職員 人数 19:00 保育終了

休日保育 なし 園長 1

合計 110 15:15 おやつ

【利用可能なサービス】 16:00 お帰りの準備・順次降園

延長保育 18：00～19：00/1回300円 【職員数】R4.4.1現在 18:00 延長保育

認可年月日 S51.11 ４歳児 25

あり あり ５歳児 20 15:00 起床

５３－０７８７ ５３－０７８３ ２歳児 16 11:00 給食準備及び給食

ＨＰアドレス https://sakurababa-hoikuen.jp/ ３歳児 20 13:00 お昼寝

園長 福田　雅子 ０歳児 15 9:00 朝のお集まり

住所 桜馬場１丁目２２７－１ １歳児 14 10:00 クラス別保育

【施設の概要】 【認可定員数】R４.4.1現在 【園の1日】

設置・運営 社会福祉法人 桜馬場保育園 年齢 人数 7:00 順次登園

桜 馬 場 保 育 園

保育目標

つよくあかるいこども

温かい心のこども

やりぬこうとするこども

★は親子で参加して

いただく行事です。

5月：★親子遠足・レクレーション

7月：★運動会

8月：おたのしみ会

9月：★保育参観(0,1,5歳児）

10月：★保育参観(3,4歳児）

11月：★保育参観(2歳児)

12月：★クリスマスお遊戯会

2月：節分会

3月：ひなまつり

★卒園式

https://sakurababa-hoikuen.jp/


　　 園の特色・ＰＲ

写 真

ＴＥＬ ＦＡＸ

園庭 駐車場

 【年間の主な行事】

受入年齢

あり

標準時間

短時間

休園日

13

【施設の概要】 【認可定員数】R４.4.1現在 【園の1日】

設置・運営 社会福祉法人 瑞木会 年齢 人数 7:00 登園（早朝保育）

園長 玉利 洋子 ０歳児 20 8:00 順次登園・自由遊び

住所 須田ノ木町２８ １歳児 20 9:00 クラス保育・視診・触診

５４－１６８７ ５４－２１３１ ２歳児 20 10:00 カリキュラムに応じた遊び・散歩等

ＨＰアドレス http://www.yurikagohoikuen.jp/ ３歳児 20 11:00 各クラス給食準備・昼食

認可年月日 S55.12.1 ４歳児 20 13:00 午睡

あり あり ５歳児 20

合計 120 14:30 起床

【利用可能なサービス】 15:00 おやつ

延長保育 18:00～20:00/1時間300円・月3,000円 【職員数】R4.4.1現在 16:00 戸外・コーナー遊び

一時預かり あり（R4.10～） 職員 人数 17:00 順次降園

休日保育 なし 園長 1 18:00 延長保育

障害児保育 あり：要相談 主任保育士 1 20:00 保育修了

保育士 19

【子育て支援】 子育て支援員 3

栄養士・調理員 5

看護師 1

事務員 1

【その他】 【受入の状況】

給食 園内調理 あり 産休明け(2ヶ月半頃)から

アレルギー対応 卵・乳・甲殻類 【保育時間】

※アレルギーは園で対応が異なるためご相談をお願いします。 7：00～18：00

主食費 1,500 円/月額 8：30～16：30

副食費 4,500 円/月額 日曜・祝日・12/29～1/3

３歳以上児の給食費です。

おむつ
紙おむつ・園にて処分　　　　　　　　　　

6カ月頃から布パンツで対応

保護者会 あり/年会費2,400円

・園庭開放・園舎開放・子育て相談　　　
※詳しくは園にお問い合わせください。

ゆ　 り 　か 　ご 　保 　育 　園

   心豊かに　明るく　元気な子どもに
　自然に囲まれた、広々とした斜面の園庭で子ど

もたちが駆け回り、仲間と遊びを通して育つ力を

大切に保育を取り組んでいます。

　リズム運動遊びを取り入れ、身体と心の成長発

達を見守り、考える力を育てます。

　また、個人支援、保護者支援も十分な配慮に心

がけています。　 　

★は親子で参加していただく行事です。

　 ４月：★育成総会・新年度説明会

            ★懇談会

　５月：いちご狩り・子どもの日

　　　　★保育参観

　６月：★個人面談・★クラス懇談会

　７月：七夕会・プール開き・★夏祭り

　８月：水遊び（川・市民プール）

　９月：ぶどう狩り・年長お泊り保育

１０月：★運動会　　

１１月：いも掘り・お楽しみ会（人形劇）

１２月：★クリスマス会・もちつき

　１月：★伝承遊び・★年長児合同発表会

　２月：節分・★クラス懇談会

　３月：ひな祭り・年長児卒園旅行

　　　　★卒園・修了式

【毎月】誕生日会・避難訓練

            交通安全指導（奇数月） 

            お弁当日（６．７．８月は除く）

http://www.yurikagohoikuen.jp/


　　 園の特色・ＰＲ

写 真

7:00 7:00

9:00 9:00

ＴＥＬ ＦＡＸ

11:00 11:30

12:00 13:00

園庭 駐車場

15:00 15:00

16:00 16:00

18:00 18:00

19:00 19:00

 　【年間の主な行事】

受入年齢

あり

標準時間

短時間

休園日

14

副食費 4,500 円/月額 日曜・祝日・12/29～1/3

３歳以上児の給食費です。

おむつ 紙おむつ・園にて処分

保護者会 あり/年会費1,200円

アレルギー対応 卵・乳・小麦・鶏肉・大豆 【保育時間】

※アレルギーは園で対応が異なるためご相談をお願いします。 7：00～18：00

主食費 1,200 円/月額 8：30～16：30

栄養士・調理員 4

看護師 1

事務員・その他 4

【その他】 【受入の状況】

給食 園内調理 あり 生後３か月から

・園見学
※詳しくは園にお問い合わせください。

障害児保育 あり：要相談 主任保育士 1 保育終了 保育終了

保育士 12

【子育て支援】 子育て支援員 2

一時預かり なし 職員 人数 順次降園 順次降園

休日保育 なし 園長 1 延長保育 延長保育

合計 30 起床 起床

【利用可能なサービス】 おやつ・遊び おやつ・遊び

延長保育 18：00～19：00/1回300円 【職員数】R4.4.1現在 帰りの会 帰りの会

認可年月日 H27.4.1 ４歳児 8 午睡 午睡

あり あり ５歳児 8

４６－８８８６ ４７－５３８７ ２歳児 3 遊び
（自分・クラス・園の
ねらいを持った活動）

ＨＰアドレス https://kashinoki-hoikuen.com/ ３歳児 6 給食 給食

園長 高瀬　牧子 ０歳児 2 登園・遊び 登園・遊び

住所 雄ケ原町1298-29 (アルカディア大村内) １歳児 3 おやつ 遊びを通した総合的な活動

【施設の概要】 【認可定員数】R４.4.1現在 【園の1日】

設置・運営 大村未来づくり株式会社 年齢 人数 ３歳未満児 ３歳以上児

か し の き 保 育 園

本園は、大村湾を一望する高台の自然がいっぱ

いの森の中に、２０１５年４月に誕生しました。

『子ども・保育者・保護者共に、朝起きたら行き

たくなる園』を園経営のキーワードに、毎日の小

さな積み重ねを大切にしています。

また、やるき・やさしさ・たくましさが育つよ

う『ぬくもり・感動・発見・チャレンジ・アイデ

イア』にあふれた環境づくりをし、生活や遊び

（学び）の充実を目指しています。

★は親子で参加して

いただく行事です。

4月：★入園式

5月：子どもの日の集い・いちご狩り

★ 親子遠足

6月：花菖蒲見学・芋さし

7月：七夕祭り・プール開き

夏祭りごっこ

8月：プール納め

9月：★運動会

10月：芋ほり

11月：みかん狩り・七五三祝

ごっこ遊び

12月：餅つき・クリスマス会

1月：鬼火焚き

2月：豆まき★発表会・焼肉会

3月：ひな祭り・お別れ遠足

★ 卒園式・修了式

https://kashinoki-hoikuen.com/


　　 園の特色・ＰＲ

写 真

ＴＥＬ ＦＡＸ

園庭 駐車場

 【年間の主な行事】

受入年齢

あり 標準時間

短時間

休園日

15

３歳以上児の給食費です。

おむつ 布おむつ・布パンツ

保護者会 あり/会費なし

・園見学
※詳しくは園にお問い合わせください。

※アレルギーは園で対応が異なるためご相談をお願いします。 8：30～16：30

主食費 1,500 円/月額 日曜・祝日・12/29～1/3

副食費 4,500 円/月額

【受入の状況】

【その他】 生後６か月から

給食 園内調理 あり 【保育時間】

アレルギー対応 卵・乳・小麦等 7：30～18：30

保育士 7

【子育て支援】 子育て支援員 2

栄養士・調理員 2

事務員 1

一時預かり なし 職員 人数

休日保育 なし 園長 1

障害児保育 あり：要相談 主任保育士 1

合計 30 16:00 順次降園・自由あそび

【利用可能なサービス】 18:30 延長保育

延長保育 18：30～19：00(200円)
19：00～19：30(300円) 【職員数】R4.4.1現在 19:00 保育終了

認可年月日 H27.4.1 ４歳児 5 起床

あり あり ５歳児 5 15:30 おやつ

５３－６８７１ ５３－６８８１ ２歳児 5 12:00 午睡

ＨＰアドレス ― ３歳児 5

園長 原口　弓 ０歳児 5 9:30 リズム・散歩等

住所 木場１丁目９３７－２ １歳児 5 11:00 給食

【施設の概要】 【認可定員数】R４.4.1現在 【園の1日】

設置・運営 NPO法人 おひさま保育園 年齢 人数 7:30 登園

お ひ さ ま 保 育 園

一人ひとりを大切にしどの子も育つ

保育を目指すことを保育方針とし、家

庭的な雰囲気の中、 太陽と水と土にま

みれ、遊ぶ・食べる・寝るを大事に毎

日子どもたちと楽しくすごしています。

★親子で参加していただく

行事もあります。

・ 親子リズム

・ 運動会

・ もちつき

・ クリスマス会

・ 親子遠足

・ 豆まき

・ 卒園式



　　 園の特色・ＰＲ

写 真

ＴＥＬ ＦＡＸ

園庭 駐車場

 【年間の主な行事】

受入年齢

あり

標準時間

短時間

休園日

16

副食費 4,500 円/月額 日曜・祝日・12/29～1/3

３歳以上児の給食費です。

おむつ
紙おむつ・園にて処分

布おむつ対応

保護者会 なし

アレルギー対応 卵・乳・小麦・ごま・鶏肉等 【保育時間】

※アレルギーは園で対応が異なるためご相談をお願いします。 7：00～18：00

主食費 1,000 円/月額 8：30～16：30

栄養士・調理員 5

看護師 1

事務員・その他 1

【その他】 【受入の状況】

給食 園内調理 あり 生後３か月から

・園庭開放・園舎開放・子育て相談
※詳しくは園にお問い合わせください。

障害児保育 あり：要相談 主任保育士 1 19:00 保育終了

保育士 6

【子育て支援】 子育て支援員 7

一時預かり なし 職員 人数 17:00 自由遊び

休日保育 なし 園長 1 18:00 延長保育

合計 30 14:45 起床

【利用可能なサービス】 15:00 おやつ

延長保育 18：00～19：00/1回200円 【職員数】R4.4.1現在 16:00 お帰りの準備

認可年月日 H31.4.1 ４歳児 7 13:00 午睡

あり あり ５歳児 8

５０－００４５ ４７－８４２５ ２歳児 3 10:00 クラス別保育

ＨＰアドレス https://www.chiginomori.com ３歳児 7 11:30 昼食準備・昼食

園長 犬束　恵美 ０歳児 2 8:00 自由遊び

住所 向木場町１１９７－１ １歳児 3 9:30 朝のおやつ

【施設の概要】 【認可定員数】R４.4.1現在 【園の1日】

設置・運営 株式会社創遊舎 年齢 人数 7:00 登園

千 木 の 森 や ま び こ 保 育 園

当園では、「食」こそ健全な心と身体を培い豊かな

人間性をはぐくんでいく土台となるものと考え、玄米

和食の給食提供や野菜の栽培、クッキングなどの「食

育」に力を入れています。

また乳幼児期の子どもにとっては「遊びの中にこそ

よりよい学びがある」をモットーに、自然に触れ合い

ながら、子どもたちの遊びが深まる保育環境の整備を

行っています。外遊びや散歩など、季節の移ろいや自

然の変化を感じながら、子どもの主体性を尊重し、

のびのびとした保育を目指しています。

★は親子で参加し

ていただく行事で

4月：★入園式

５月：こどもの日の集い

６月：いちご狩り

７月：七夕の集い

１０月：★運動会・ハロウィン

１１月：芋ほり

１２月：もちつき・クリスマス会

★発表会（未満児)

２月：豆まき

★発表会（以上児）

３月：ひな祭りの集い

★卒園式

https://www.chiginomori.com/


　　 園の特色・ＰＲ

写 真

ＴＥＬ ＦＡＸ

園庭 駐車場

 【年間の主な行事】

受入年齢

あり

標準時間

短時間

休園日

17

副食費 4,500 円/月額 日曜・祝日・12/30～1/4

３歳以上児の給食費です。

おむつ 紙おむつ・園にて処分

保護者会 なし

アレルギー対応
卵・乳・小麦・ピーナッツ・そ

ば・キウイ等 【保育時間】

※アレルギーは園で対応が異なるためご相談をお願いします。 7：00～18：00

主食費 1,500 円/月額 8：30～16：30

栄養士・調理員 2

看護師 1

用務員 1

【その他】 【受入の状況】

給食 園内調理 あり 生後４か月から

・園庭開放・園舎開放・子育て相談
※詳しくは園にお問い合わせください。

障害児保育 あり：要相談 主任保育士 1 19:00 保育終了

保育士 8

【子育て支援】 子育て支援員 3

一時預かり あり（詳しくは園にお尋ねください） 職員 人数 17:00 自由遊び

休日保育 なし 園長 1 18:00 延長保育

合計 35 14:45 起床

【利用可能なサービス】 15:00 おやつ

延長保育 18：00～19：00/30分300円
１時間500円（月3,500円） 【職員数】R4.4.1現在 16:00 お帰りの準備

認可年月日 H31.4.1 ４歳児 2 12:30 午睡

あり あり ５歳児 2

５１－６００８ ５１－６００８ ２歳児 8 10:00 クラス別保育

ＨＰアドレス https://sarana-houjunhukushikai.codmon.net/ ３歳児 8 11:15 昼食（合同）

園長 橋田　みどり ０歳児 4 8:00 自由遊び・おしごと

住所 今村町190-1 １歳児 11 9:00 朝のお集まり

【施設の概要】 【認可定員数】R４.4.1現在 【園の1日】

設置・運営 社会福祉法人 邦順福祉会 年齢 人数 7:00 登園

サ ラ ナ 保 育 園

サラナ保育園のサラナとは、サンスクリット語で

「癒やし」の意味を持ちます。また当園では「異年齢

保育」を行なっております。異年齢の関わりを大切に

し、教えあい、助けあいながら、のびのびと保育を行

なっています。一人ひとりに向き合い、家庭的な雰囲

気作りを心掛ける為に、少人数で行ないます。食にも

こだわり、心も身体も元気になる食事やおやつ作りを

目指しています。「子どもたちが安心して過ごせる場

所」「保護者の皆様が安心してお子さまを預けられる

場所」をモットーに、職員一丸となって保育に

あたっております。

4月：★入園式・花まつり

5月：こどもの日・ワクワクの日

6月：食育・★運動会

7月：七夕のお集まり

8月 : つき組外活動

9月 : ★祖父母お招き会・お月見

10月：★勘作祭り・★親子遠足

11月：七五三のお集まり

12月：★お遊戯会・鏡餅作り

1月：ワクワクの日

2月：節分・★保育参観

3月：ひな祭り★卒園式・遠足

★は親子で参加していただく行事です。

*２か月に１回お誕生会があります。

*交通安全教室が年に４回あります。

*外部講師によるリトミック教室、

ダンス教室、習字教室があります。

*毎月、避難訓練を行なっております。

*奉仕の日（月２回）。

*詳細は園にお尋ね下さい。

https://sarana-houjunhukushikai.codmon.net/


　　 園の特色・ＰＲ

写 真

ＴＥＬ ＦＡＸ

園庭 駐車場

 【年間の主な行事】

受入年齢

あり 標準時間

短時間

休園日

18

副食費 5,000 円/月額

３歳以上児の給食費です。

おむつ 紙おむつ・園にて処分

保護者会 なし

・子育て相談
※詳しくは園にお問い合わせください。

アレルギー対応 要相談 7：30～18：30

※アレルギーは園で対応が異なるためご相談をお願いします。 8：30～16：30

主食費 1,000 円/月額 日曜・祝日・12/29～1/3

栄養士・調理員 2

事務員 1

【受入の状況】

【その他】 生後６か月から

給食 園内調理 あり 【保育時間】

障害児保育 あり：要相談 主任保育士 1 19:00 保育終了

保育士 5

【子育て支援】 子育て支援員 3

一時預かり なし 職員 人数 17:00 自由遊び

休日保育 なし 園長 1 18:30 延長保育

合計 40 15:00 起床

【利用可能なサービス】 15:15 おやつ

延長保育 7：00～7：30,18：30～19：00/1回500円 【職員数】R4.4.1現在 16:00 お帰りの会

認可年月日 H31.4.1 ４歳児 5 13:00 午睡

あり あり ５歳児 4

２０－７１００ ７０－７１１０ ２歳児 10 10:00 クラス活動

ＨＰアドレス https://www.keikokai.jp/prairie/ ３歳児 9 11:30 昼食準備・昼食

園長 遠山　海光 ０歳児 4 8:00 自由遊び

住所 東大村２丁目１６１４−４２ １歳児 8 9:00 朝のお集まり

【施設の概要】 【認可定員数】R４.4.1現在 【園の1日】

設置・運営 社会福祉法人 恵光会 年齢 人数 7:30 登園

ぷ れ り 恵 光 保 育 園

①挨拶ができ「ありがとう」が普通に口に

出せる子

②「チクチク言葉」ではなく優しい「ふわふわ

言葉」が使える子

③公共の場で正しいふるまいができる子

④緑いっぱいの広々とした敷地でのびのびと

遊ぶ子

⑤人の話を聞くことができ、集中力の

ある子（右脳教育の実践）

★は親子で参加して

いただく行事です。

４月：入園・進級式

５月：消防署見学

６月：菖蒲散策

７月：夏祭り

８月：★保育参観

９月：敬老会施設訪問

１０月：芋ほり

１１月：★運動会

１２月：総合避難訓練

１月：鬼火焚き

２月：豆まき

３月：★卒園式

※お誕生日会（毎月）も保護者の参加が

可能です。

https://www.keikokai.jp/prairie/


　　 園の特色・ＰＲ

写 真

ＴＥＬ ＦＡＸ

園庭 駐車場

 【年間の主な行事】

受入年齢

あり 標準時間

短時間

休園日

19

副食費 5,750 円/月額

３歳以上児の給食費です。

おむつ 紙おむつ・園にて処分

保護者会 なし

・園見学
※詳しくは園にお問い合わせください。

アレルギー対応 卵・乳・小麦 7：00～18：00

※アレルギーは園で対応が異なるためご相談をお願いします。 8：30～16：30

主食費 1,750 円/月額 日曜・祝日・12/29～1/3

看護師 1

事務員 1

【受入の状況】

【その他】 生後57日から

給食 園内調理 あり 【保育時間】

障害児保育 あり：要相談 主任保育士 1 19:00 保育終了

保育士 23

【子育て支援】 栄養士・調理員 6

一時預かり なし 職員 人数 自由遊び

休日保育 なし 園長 1 18:00 延長保育

合計 105 15:00 起床

【利用可能なサービス】 15:15 おやつ

延長保育 18：00～19：00/30分毎1回100円 【職員数】R4.4.1現在 16:00 お帰りの準備

認可年月日 R2.4.1 ４歳児 23 給食

あり あり ５歳児 23 13:00 午睡

４６－５１５２ ４６－５２２８ ２歳児 14 保育計画に基づいた保育

ＨＰアドレス https://camelliaswc.or.jp ３歳児 23 11:30 給食準備

園長 松﨑　るみ ０歳児 10 自由遊び

住所 上諏訪町１０９９－１ １歳児 12 9:30 朝のお集まり

【施設の概要】 【認可定員数】R４.4.1現在 【園の1日】

設置・運営 社会福祉法人 カメリア 年齢 人数 7:00 登園

か め り あ 天 空 の 森 保 育 園

2020年４月に開園した当園は、

大村市を一望できる立地を生かした

園舎です。豊かな自然に囲まれ、四

季の移り変わりを感じたり、自然豊

かな環境を活かし自然体験を活用し

た教育・保育を提供します。

★は親子で参加して

いただく行事です。

4月：入園・進級お祝い会

７月：★運動会（3.4.5歳児）

９月：★保育参観（未満児）

１０月：秋の遠足

１１月：芋ほり

１２月 : ★発表会

２月：★保育参観（以上児）

３月：★卒園式

https://camelliaswc.or.jp/


　　 園の特色・ＰＲ

写 真

ＴＥＬ ＦＡＸ

園庭 駐車場

 【年間の主な行事】

受入年齢

あり

標準時間

短時間

休園日

20

副食費 4,500 円/月額 日曜・祝日・12/29～1/3

３歳以上児の給食費です。

おむつ 紙おむつ・園にて処分

保護者会 活動費/毎月500円

アレルギー対応 卵 【保育時間】

※アレルギーは園で対応が異なるためご相談をお願いします。 7：00～18：00

主食費 1,500 円/月額 8：30～16：30

子育て支援員 2

栄養士・調理員 4

事務員 1

【その他】 【受入の状況】

給食 園内調理 あり 生後３か月から

　・園庭開放・子育て相談(保育士が対応)
※詳しくは園にお問い合わせください。

障害児保育 あり：要相談 副園長 1 19:00 保育終了

主任保育士 1

【子育て支援】 保育士 11

一時預かり なし 職員 人数 17:00 自由遊び

休日保育 なし 園長 1 18:00 延長保育

合計 55 15:00 起床

【利用可能なサービス】 15:15 おやつ

延長保育 18：00～19：00/1回300円 【職員数】R4.4.1現在 16:00 お帰りの準備

認可年月日 R3.4.1 ４歳児 12:30 午睡

あり あり ５歳児
22

４７－５４４９ ４７－５４５９ ２歳児 8 10:00 クラス別保育

ＨＰアドレス http://www.konomi-hoikuen.net/ ３歳児 11 11:00 昼食準備・昼食

園長 後田　洋子 ０歳児 6 8:00 自由遊び

住所 古賀島町５０－３０ １歳児 8 9:00 朝のお集まり

【施設の概要】 【認可定員数】R４.4.1現在 【園の1日】

設置・運営 社会福祉法人 木の実会 年齢 人数 7:00 登園

こ の み 保 育 園

当園では、子ども達がいろいろな経験を通

して「子どもの生きる力」を育てることを理

念としています。

・心も、体も元気な子

・よく食べ、よく遊ぶ子

・人との関わりを楽しむ子

・自分で考え、行動する子

毎月クッキングやリトミックなどの活動が

あり、月に一度体育教室も実施しています。

英会話教室も毎週行っています。

★は親子で参加して

いただく行事です。

４月：★入園式

７月：七夕会

９月：★ミニコンサート

１０月：★運動会

１１月：★バス遠足

１２月：★お遊戯会

２月：豆まき

３月：ひな祭り

★卒園式

http://www.konomi-hoikuen.net/


認定こども園

※認定こども園とは？

幼稚園と保育園の機能を一体的に提供し、地域の子育て支援も行う施

設です。３～５歳の幼稚園を希望するお子さんと、家庭で保育ができ

ない保育園を希望するお子さんは通常一緒に過ごし、年齢に応じた教

育・保育活動を行います。

※０～５歳のお子さんで、家庭で保育ができない理由で保育園入所を

希望される方は市への申請が必要です。

※３～５歳の幼稚園を希望するお子さんは直接園にお申込みください。

【大村市内の認定こども園型】

・幼保連携型認定こども園

・保育所型認定こども園



 園の特色・ＰＲ

写 真

年齢 幼稚園部　　　 保育園部

０歳児 13

１歳児 14

ＴＥＬ ＦＡＸ ２歳児 15

３歳児 5 17

４歳児 30 18

園庭 駐車場 ５歳児 35 18

合計 70

  【年間の主な行事】

受入年齢

あり

休園日

21

保護者会 あり/年会費1,200円

・園庭開放・子育て相談
（支援センター：なつみかん併設）

※詳しくは園にお問い合わせください。

平日 幼稚園部：9:00～14:00
(預かり保育有り：夏休み等の長期
預かり保育はありません。)

土曜
保育園部：7:30～18:30

３歳以上児の給食費です。 幼稚園部：休み

おむつ 紙おむつ・持ち帰り 日曜・祝日・12/29～1/3　

※アレルギーは園で対応が異なるためご相談をお願いします。

給食費（１号） 4,600 円/月額

給食費（２号） 5,100 円/月額

給食 園内調理 あり 【開所時間】

アレルギー対応 卵・乳・小麦 保育園部：7:30～18:30

看護師 1

【受入の状況】

【その他】 生後3か月から

【子育て支援】 保育教諭 38

栄養士・調理員 6

障害児保育 あり：要相談 副園長 1

主幹保育教諭 1

保育終了

休日保育 なし 園長 1

一時預かり なし 職員 人数 19:00

延長保育 18：30～19：00/1回300円 【職員数】R4.4.1現在 18:30 延長保育

95 15:15 おやつ

【利用可能なサービス】 16:00 保育

認可年月日 H26.4.1

あり あり 15:00 起床

５２－３５６４ ５２－３５６７ 11:50 給食

ＨＰアドレス ー 13:00 午睡

園長 難波　三千代 9:00 教育・保育

住所 古賀島町１３３－２６ 11:30 給食準備

【施設の概要】 【認可定員数】R4.4.1現在 【園の1日】

設置・運営 大村市 7:30 登園

大 村 市 立 放 虎 原 こ ど も 園 〈幼保連携型〉

＜理念＞

家庭や地域と共に、

一人ひとりによりそい

生きる力の基礎を培う

＜本園の目指すこども像＞

こころゆたかなこども

げんきなこども

かんがえるこども

4月：★入園式

5月：★親子のつどい

6月：★保育参観

7月：七夕のつどい

8月：★保育参観

10月：芋ほり・★運動会

11月：★親子遠足

12月：★発表会

1月：★保育参観

2月：★発表会

3月：★卒園式

★は親子で参加して

いただく行事です。



 園の特色・ＰＲ

写 真

年齢 幼稚園部　　　 保育園部

０歳児 18

１歳児 22

ＴＥＬ ＦＡＸ ２歳児 30

３歳児 30 30

４歳児 30 30

園庭 駐車場 ５歳児 30 30

合計 90

 【年間の主な行事】

あり 受入年齢

休園日

22

日曜・祝日・12/29～1/3　

・園庭開放・園舎開放・子育て相談
（ 支援センター：にこにこ子育てサロン併設）

※詳しくは園にお問い合わせください。

平日 幼稚園部：8:30～13:30
(預かり保育有り)

土曜

給食費（２号） 5,300 円/月額

３歳以上児の給食費です。

おむつ 紙おむつ・園にて処分 保育園部：7:00～18:00

保護者会 あり/年会費1,500円 幼稚園部：休み(預かり保育有り)

アレルギー対応 すべて対応 生後3か月から

※アレルギーは園で対応が異なるためご相談をお願いします。 【開所時間】

給食費（１号） 4,000 円/月額 保育園部：7:00～18:00

看護師 3

事務・用務員 3

【その他】

給食 園内調理 あり 【受入の状況】

主幹保育教諭 2

【子育て支援】 保育教諭 36

子育て支援員 6

栄養士・調理員 8

休日保育 なし 園長 1 18:00 延長保育

障害児保育 あり：要相談 副園長 1 19:00 保育終了

【利用可能なサービス】 15:00 おやつ

延長保育 18：00～19：00/1回300円 【職員数】R4.4.1現在 16:30 お帰りのつどい

一時預かり あり（詳しくは園にお尋ねください） 職員 人数 17:00 降園準備

認可年月日 S50.4.1 13:30 午睡

あり あり

160 14:30 起床

住所 竹松町 ７１３ー３ 9:30 朝のお集まり

５５－０９２２ ５５－０７８０ 10:00 クラス別保育

ＨＰアドレス http://hoiku.koutengu.jp/ 11:30 昼食準備・昼食

【施設の概要】 【認可定員数】R4.4.1現在 【園の1日】

設置・運営 社会福祉法人 昊天宮保育園 7:00 開園・順次登園

園長 池田　剛市郎 8:00 自由遊び

認 定 こ ど も 園 昊 天 宮 保 育 園 〈幼保連携型〉

０歳から６歳までの一貫した生活習慣

を整えて、知育・徳育・体育・食育の教

育保育を実践しています。自然に恵まれ

た２か所の園庭と明るくきれいな園舎の

中で、保育者の優しいまなざしを受けて、

友だちと仲良く過ごし、思いやりの心を

育てます。

４月：★入園式（入園児親子）

５月：★親子リトミック(希望者）

６月：★保育参観(希望者）

７月：プール遊び

９月：★運動会

１０月：★こどもおくんち

芋掘り

１１月：みかん狩り

１２月：★もりのこ発表会

１月：鬼火焚き

２月：節分会

３月：★卒園式(卒園児親子）

★は親子で参加して

いただく行事です。

http://hoiku.koutengu.jp/


　　 園の特色・ＰＲ

写 真

年齢 幼稚園部　　　 保育園部

０歳児 15

１歳児 17

ＴＥＬ ＦＡＸ ２歳児 17

３歳児 5 17

４歳児 5 17

園庭 駐車場 ５歳児 5 17

合計 15

【年間の主な行事】

あり 受入年齢

休園日

23

日曜・祝日・12/29～1/3　

・園庭開放・園舎開放
・子育て相談（支援センター：こぱん併設）

※詳しくは園にお問い合わせください。

平日 幼稚園部：9:00～13:00
(預かり保育有り)

土曜

給食費（２号） 6,000 円/月額

３歳以上児の給食費です。

おむつ
紙・布どちらも対応

（紙おむつ園で処分）
保育園部：7:00～18:00

保護者会 あり 幼稚園部：休み(預かり保育有り)

アレルギー対応 対応 生後３か月から

※アレルギーは園で対応が異なるためご相談をお願いします。 【開所時間】

給食費（１号） 5,000 円/月額 保育園部：7:00～18:00

看護師 3

その他 1

【その他】

給食 園内調理 あり 【受入の状況】

主幹保育教諭 2

【子育て支援】 保育教諭 21

子育て支援員 7

栄養士・調理員 4

休日保育 なし 園長 1 18:00 延長保育

障害児保育 あり：要相談 副園長 1 19:00 保育終了

【利用可能なサービス】 15:00 順次起床

延長保育 18：00～19：00(詳細は園へお尋ねください) 【職員数】R4.4.1現在 おやつ・帰りの準備

一時預かり なし 職員 人数 16:00 お集まり・自由遊び

認可年月日 H18.4.1 12:30 自由遊び

あり あり 13:00 午睡

100

住所 富の原２丁目８４－３ 9:00 朝のお集まり

５５－３３５７ ５６－９７９７ 10:00 クラス活動・異年齢児活動

ＨＰアドレス www.tanpopoen.net/ 11:00 昼食準備・昼食（セミバイキング）

【施設の概要】 【認可定員数】R4.4.1現在 【園の1日】

設置・運営 社会福祉法人 とみのはら福祉会 7:00 登園

園長 堤　幸江 8:00 自由遊び

認 定 こ ど も 園 た ん ぽ ぽ 園 〈幼保連携型〉

たんぽぽ園は、学童施設や介護施設も同敷

地内にあり、「共生」という理念のもと、お互

いがいつも触れ合える場です。子どもとスタッ

フが「やってみよう！」を合言葉に、広い園庭

や畑で様々なチャレンジをしたり、自然に囲ま

れながらのびのびと元気いっぱい遊んだりして

います。ぜひ、遊びに来てください！！

★は親子で参加して

いただく行事です。

4月：入園式

5月：★親子ふれあいフェス

7月：★運動会

9月：秋祭り

10月：ハロウィン

11月：★スマイル会

12月：クリスマス会・もちつき会

1月：鬼火焚・マラソン大会

2月：節分会

3月：ひな祭り会

★卒園式・修了式

http://www.tanpopoen.net/


　　 園の特色・ＰＲ

写 真

年齢 幼稚園部　　　 保育園部

０歳児 12

１歳児 20

ＴＥＬ ＦＡＸ ２歳児 22

３歳児 20 25

４歳児 20 25

園庭 駐車場 ５歳児 20 26

合計 60

【年間の主な行事】

あり 受入年齢

休園日

24

日曜・祝日・12/29～1/3　

・園庭開放・園舎開放
・子育て相談

　　（支援センター：COMEかめ広場併設）

　　※詳しくは園にお問い合わせ下さい。

平日 幼稚園部：8:30～14:00
(預かり保育有り)

土曜

給食費（２号） 7,500 円/月額

３歳以上児の給食費です。

おむつ 紙おむつ・園にて処分 保育園部：7:00～18:00

保護者会 なし 幼稚園部：休み(預かり保育有り)

アレルギー対応 卵・乳・小麦 生後３か月から

※アレルギーは園で対応が異なるためご相談をお願いします。 【開所時間】

給食費（１号） 6,000 円/月額 保育園部：7:00～18:00

看護師 1

事務員・その他 2

【その他】

給食 園内調理 あり 【受入の状況】

主幹保育教諭 2

【子育て支援】 保育教諭 34

子育て支援員 3

栄養士・調理員 6

休日保育 なし 園長 1 18:00 延長保育（保育園部のみ）

障害児保育 あり：要相談 副園長 1 19:00 保育終了

【利用可能なサービス】 15:15 おやつ

延長保育 18:00～19:00　30分/100円 【職員数】R4.4.1現在 自由遊び

一時預かり なし 職員 人数 随時降園

認可年月日 H21.4.1 （年長児は午睡なし）

あり あり 14:00 幼稚園部降園

130 15:00 起床

住所 富の原２丁目４１６ 自由遊び

５５－８３０１ ５５－８３０４ 11:30 給食準備・給食

ＨＰアドレス https://camelliaswc.or.jp 13:00 午睡準備・午睡

【施設の概要】 【認可定員数】R4.4.1現在 【園の1日】

設置・運営 社会福祉法人 カメリア 7:00 登園

園長 桶本　かよ子 9:00 おやつ（0・1・2歳のみ）

４月：入園お祝い会

５月：こどもの日お祝い会

６月：運動会

７月：プール開き

１０月：遠足

１１月：文化祭

１月：保育参観

２月：節分会

３月：お別れ遠足・ひな祭り会

卒園式

★その他、季節の行事は随時

行っています。

★親子で参加して頂く行事も

あります。

か め り あ こ ど も 園 〈幼保連携型〉

基本理念
「未来を担う子どもの笑顔が輝き、安心して

子育てができる環境づくりをめざす」

・たくましく生き抜く子ども

・あきらめずに頑張る子ども

・他人（ひと）を愛する子ども

子ども達は広々とした園庭で毎日たっぷりと遊びま

す。 菜園活動やｸｯｷﾝｸﾞ活動を取り入れた食育や、

ｽｲﾐﾝｸﾞ・ｻｯｶｰ・英会話・絵画教室等、様々な

経験を通して生きる力を育みます。

https://camelliaswc.or.jp/


　　 園の特色・ＰＲ

写 真

年齢 幼稚園部　　　 保育園部

０歳児 10

１歳児 20

ＴＥＬ ＦＡＸ ２歳児 20

３歳児 7 20

４歳児 7 20

園庭 駐車場 ５歳児 7 20

合計 21

【年間の主な行事】

受入年齢

あり

休園日

25

おむつ 紙おむつ・園にて処分 幼稚園部：休み(預かり保育無し）

保護者会 あり/年会費3,000円 日曜・祝日・12/30～1/4　

・園庭開放・親子交流・つどい遊び
・各種講座・子育て相談　*すべて月～金

（支援センター：ひまわりキッズ併設）

※詳しくは園にお問い合わせください。

平日 幼稚園部：9:00～14:00
(預かり保育有り)

土曜

※アレルギーは園で対応が異なるためご相談をお願いします。 保育園部：7:00～18:00

給食費（１号） 5,000 円/月額

給食費（２号） 6,000 円/月額

３歳以上児の給食費です。 保育園部：7:00～18:00

事務員・その他 3

【その他】 【受入の状況】

給食 園内調理 あり 生後3か月から

アレルギー対応 卵・乳・小麦など 【開所時間】

保育教諭 24

【子育て支援】 子育て支援員 4

栄養士・調理員 5

看護師 1

休日保育 なし 園長 1 18:00 延長保育

障害児保育 あり：要相談 主幹保育教諭 1 19:00 保育終了

【利用可能なサービス】 14:30 起床

延長保育 18：00～19：00/1回300円・月2,000円 【職員数】R4.4.1現在 15:00 おやつ

一時預かり あり（詳しくは園にお尋ねください） 職員 人数 16:00 お帰りの会・自由遊び

認可年月日 H22.4.1 11:00 給食（未満児）

あり あり 11:30 給食（以上児）

110 13:00 午睡

住所 木場１丁目９９６－１ 9:00 朝の集会

５３－９４２０ ５３－９４６０ 9:30 おやつ（未満児）

ＨＰアドレス http://www.himawari-fukushikai.or.jp/ 10:00 各クラス設定保育

【施設の概要】 【認可定員数】R4.4.1現在 【園の1日】

設置・運営 社会福祉法人 ひまわり福祉会 7:00 順次登園

園長 川野　敏夫 片づけ・自由遊び

ひ ま わ り 認 定 こ ど も 園 〈保育園型〉

教育・保育目標

子ども一人ひとりの人格を尊重し、

心身ともに健康で感性豊かな子どもを

育てることを目標としています。

★は親子で参加して

いただく行事です。

４月：★入園式

５月：バス遠足

７月：★デイキャンプ ・★夏祭り

１０月：★運動会

１１月：七五三遠足

１２月：★お遊戯会・★もちつき

１月：たてわり会食

２月：豆まき★おんがく♪まつり

３月：お別れ遠足・★卒園式

みんなの

アイドル

「かめじ」

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


　　 園の特色・ＰＲ

写 真

年齢 幼稚園部　　　 保育園部

０歳児 9

１歳児 12

ＴＥＬ ＦＡＸ ２歳児 14

３歳児 3 15

４歳児 3 15

園庭 駐車場 ５歳児 4 15

合計 10

受入年齢

あり

休園日

26

保護者会 なし

・子育て相談(10:00～15:00)
（支援センター：くじら わいわいひろば併設）

※詳しくは園にお問い合わせください。

平日 幼稚園部：8:30～13:30
(預かり保育有り)

土曜
給食費（２号） 5,500 円/月額 保育園部：7:00～18:00

３歳以上児の給食費です。 幼稚園部：休み(預かり保育有り)

おむつ 紙おむつ・園にて処分 日曜・祝日・12/29～1/3　

給食 園内調理 あり 【開所時間】

アレルギー対応
品目数値によっては、お弁当持参

のお願いとなります。
保育園部：7:00～18:00

※アレルギーは園で対応が異なるためご相談をお願いします。

給食費（１号） 5,500 円/月額

看護師 1 19:00 保育終了

事務員 1

【受入の状況】

【その他】 生後2か月から

保育教諭 28 16:00 順次降園/自由遊び

【子育て支援】 栄養士・調理員 6（委託） 18:00 延長保育

休日保育 なし 園長 1 15:15 おやつ（全園児）

障害児保育 あり：要相談 主幹保育教諭 1 15:50 お帰りのお集まり

【利用可能なサービス】 12:30 午睡開始（0～2歳児）

延長保育 18:00～19:00/30分300円
（月1,500～2,000円） 【職員数】R4.4.1現在 13:00 午睡開始（3～5歳児）

一時預かり なし 職員 人数 15:00 起床

認可年月日 H25.4.1 10:00 クラス別活動

あり あり 11:00 給食（0～2歳児）

80 11:30 給食（3～5歳児）

住所 富の原１丁目１１１３－１ 9:00 朝のお集まり（全園児）

５５－０５５８ ５５－０５６０ 9:15 朝のお集まり（各クラス）

ＨＰアドレス
https://kujira-kodomoen-omura-

nagasaki.edumap.jp 9:30 朝のおやつ（0～2歳児）

【施設の概要】 【認可定員数】R4.4.1現在 【園の1日】

設置・運営 社会福祉法人 くじら 7:00 順次登園開始

園長 平井　登佐子 8:00 自由遊び

く じ ら 認 定 こ ど も 園 〈保育園型〉

＜保育方針＞

おもしろいことなんでも くじら級！
①基本的生活習慣を家庭と一緒に築いていく

②個々のやりたい事を達成できる伴走者になる

③地域の人、自然との関わりを持ち

感謝の気持ちを育てる

是非「くじら認定こども園」で検索、

ホームページやブログものぞいてみられて

下さいね☆

4月：入園進級式 10月：★親子遠足

5月：★運動会 11月：★個人面談

子どもの日 12月：クリスマス会

7月：七夕 2月：節分

8月：お楽しみ会 ★発表会

9月：★保育参観 3月：ひなまつり

★は親子で参加していただく行事です。他に

毎月誕生会、身体測定、奇数月は交通安全教室、

年少クラスより体育教室、音楽教室、年長クラ

スはサッカー教室があります。

【年間の主な行事】

https://kujira-kodomoen-omura-nagasaki.edumap.jp/
https://kujira-kodomoen-omura-nagasaki.edumap.jp/


　 園の特色・ＰＲ

写 真

年齢 幼稚園部　　　 保育園部 幼稚園部 3・4・5歳児 0・1・2歳児

０歳児 9

１歳児 15

ＴＥＬ ＦＡＸ ２歳児 18 おやつ

３歳児 5 16

４歳児 5 16

園庭 駐車場 ５歳児 5 16

合計 15

降園、預・保

受入年齢

あり

休園日

27

保護者会 あり/年会費1,200円 日曜・祝日・12/29～1/3　

・園庭開放・園舎開放
・子育て相談

（支援センター：わっはっはのへや併設）

※詳しくは園にお問い合わせください。

平日 幼稚園部：8:30～14:00
(預かり保育有り)

土曜
３歳以上児の給食費です。 保育園部：7:00～18:00

おむつ 紙おむつ・持ち帰り 幼稚園部：休み(預かり保育有り)

給食費（１号） 4,000 円/月額

給食費（２号） 5,500 円/月額

アレルギー対応 卵・乳・小麦　等 【開所時間】

※アレルギーは園で対応が異なるためご相談をお願いします。 保育園部：7:00～18:00

【その他】 【受入の状況】

給食 園内調理 あり 生後２か月から

栄養士・調理員 5

看護師 1

事務員 2

保育教諭 18

【子育て支援】 子育て支援員 4

延長保育

障害児保育 あり：要相談 主幹保育教諭 1 19:00 保育終了

休日保育 なし 園長 1 18:00

おやつ

一時預かり なし 職員 人数 15:45 夕方のお集まり・順次降園

【利用可能なサービス】 14:00

延長保育 18：00～19：00/1回300円 【職員数】R4.4.1現在 15:00

あり あり 11:00 給食（年齢ごと）

90 12:30 午睡（年齢ごと）

朝のお集まり

認可年月日 H25.4.1 設定保育

５４－８８６２ ４６－９５８０ 9:00

ＨＰアドレス https://wanpakuhouse.com/

園長 波多　政子 7:00 登園開始

住所 赤佐古町２０3-2 自由遊び

【施設の概要】 【認可定員数】R4.4.1現在 【園の1日】

設置・運営 社会福祉法人 あかさこの丘

認 定 こ ど も 園 わ ん ぱ く は う す〈保育園型〉

保育理念

「自然の中で

思いっきりわんぱく！」

「心豊かな思いやりのある子を

育てたい！」

４月：★入園式

５月：こどもの日の集い

６月：しょうぶ見学

７月：七夕の集い

お泊まり会（年長児）

８月：お祭りごっこ

９月：ぶどう狩り・敬老の集い

１０月：★運動会

１１月：七五三詣り

１２月：★クリスマス会

１月：鬼火焚き

２月：節分の集い

３月：★卒園式

★は親子で参加して

いただく行事です。

※月１回クッキング

（５歳児）

【年間の主な行事】

https://wanpakuhouse.com/


　 園の特色・ＰＲ

写 真

年齢 幼稚園部　　　 保育園部

０歳児 10

１歳児 15

ＴＥＬ ＦＡＸ ２歳児 15

３歳児 20

４歳児 20

園庭 駐車場 ５歳児 20

合計 15

     【年間の主な行事】

あり 受入年齢

     　　★は親子で参加していただく行事です。

※行事は予定です。

休園日

28

日曜・祝日・12/29～1/3　

15

・園庭開放(火曜日～金曜日10：00～15：00）

・子育て相談
（支援センター：わいわいらんど併設）

※詳しくは園にお問い合わせください。

平日 幼稚園部：9:00～14:00
(預かり保育有り)

土曜

給食費（２号） 5,500 円/月額

３歳以上児の給食費です。

おむつ 紙おむつ・持ち帰り 保育園部：7:00～18:00

保護者会 あり/年会費3,000～6,600円 幼稚園部：休み(預かり保育有り)

アレルギー対応 卵・小麦・乳その他要相談 生後２か月から（要相談）

※アレルギーは園で対応が異なるためご相談をお願いします。 【開所時間】

給食費（１号） 4,000 円/月額 保育園部：7:00～18:00

看護師 1

事務・用務員 1

【その他】

給食 園内調理 あり 【受入の状況】

主幹保育教諭 1

【子育て支援】 保育教諭 22

子育て支援員 2

栄養士・調理員 5

休日保育 なし 園長 1 18:00 延長保育

障害児保育 あり：要相談 副園長 1 19:00 保育終了

【利用可能なサービス】 15:00 起床・順次おやつ

延長保育 18：00～19：00/1回300円 【職員数】R４.4.1現在 15:50 お集まり・降園準備・自由遊び

一時預かり なし 職員 人数 17:00 合同保育

認可年月日 S53.4.1 11:00 給食準備・給食

あり あり 13:00 午睡

100 14:00 幼稚園部降園

住所 大里町３０ー３ 8:30 幼稚園部登園開始

５４－２８００ ５４－２９７５ 9:30 おやつ（未満児）・お集まり

ＨＰアドレス https://suzutafukushikai.jp/ 10:00 年齢別・異年齢保育

【施設の概要】 【認可定員数】R４.4.1現在 【園の1日】

設置・運営 社会福祉法人 鈴田福祉会 7:00 保育園部登園開始

園長 廣瀬　昌浩 8:00 自由遊び

認 定 こ ど も 園 す ず た こ ど も 園 〈幼保連携型〉

当園では、地域や園庭の自然を生かした環

境の中で、子ども同士の遊びやかかわりを大切

にした教育・保育に取り組んでいます。子ども

達が自ら遊びを選んだり、セミバイキング方式

の給食など主体性を発揮できる環境を整えてい

ます。また、異年齢の友達と一緒に過ごす中で、

日々成長しながら楽しい園生活が送れるよう、

全職員で温かく見守ります。

４月：★入園式★親子遠足

６月：★田植え★トウモロコシ収穫

７月：七夕会・こどもなつまつり

８月：お楽しみ会（年長児）

１０月：★運動会★稲刈り

１１月：★芋ほり★みかん狩り

マラソン大会

１２月：★お楽しみ参観日

クリスマス会

１月：鬼火焚き

２月：節分会

https://suzutafukushikai.jp/


　　 園の特色・ＰＲ

写 真

年齢 幼稚園部　　　 保育園部

０歳児 6

１歳児 14

ＴＥＬ ＦＡＸ ２歳児 14

３歳児 5 12

４歳児 5 12

園庭 駐車場 ５歳児 5 12

合計 15

受入年齢

あり

休園日

29

・子育て相談（支援センター：メロディー併設）

※詳しくは園にお問い合わせください。

平日 幼稚園部：9:00～14:00
(預かり保育有り)

土曜

おむつ 紙おむつ・園にて処分 日曜・祝日・12/29～1/3　

保護者会 あり/会費なし

給食費（２号） 5,700 円/月額 保育園部：7:00～18:00

３歳以上児の給食費です。 幼稚園部：休み(預かり保育有り)

アレルギー対応 卵・乳・小麦 保育園部：7:00～18:00

※アレルギーは園で対応が異なるためご相談をお願いします。

給食費（１号） 4,000 円/月額

【その他】 生後３か月から

給食 園内調理 あり 【開所時間】

栄養士・調理員 5

看護師 1

【受入の状況】

保育終了

保育教諭 22

【子育て支援】 子育て支援員 3

障害児保育 あり：要相談 主幹保育教諭 1 19:00

自由遊び

休日保育 なし 園長 1 18:00 延長保育

一時預かり 休止中 職員 人数 16:00

延長保育 18:00～19:00/1回300円 【職員数】R4.4.1現在 15:50 帰りの会

70 15:00 起床

【利用可能なサービス】 15:15 おやつ

認可年月日 H27.4.1 13:00 午睡

あり あり

４７－６１８０ ４７－６１８１ 10:00 主活動

ＨＰアドレス
http://www.eye-

homepage.net/Site/00000241/ 11:30 給食の準備・給食

園長 加藤　由美 8:00 自由遊び

住所 寿古町８１２－１１ 9:40 朝の会

【施設の概要】 【認可定員数】R4.4.1現在 【園の1日】

設置・運営 合同会社　三弘企画 7:00 順次登園

フ ォ ル テ 認 定 こ ど も 園 〈保育所型〉

子どもの気持ちに寄り添いながら、わくわ

くするような体験や、季節を感じることがで

きるような体験を考え、創造力や表現力を伸

ばしていけるような保育を行っています。

チャレンジする気持ちを育み、思いを伝えら

れるよう自発性や自立を支えていきます。保

護者様とのコミュニケーションも大切にして

いる園です。

★は親子で参加して

いただく行事です。

４月：★入園式

５月：★親子レクリエーション

７月：夏のお楽しみ会

１０月：★運動会

１２月：★発表会

１月：★英語教室参観

２月：★体操教室参観

３月：★卒園式

※６月・７月・９月：年１回いずれ

かの月に保育参観があります。

【年間の主な行事】

http://www.eye-homepage.net/Site/00000241/
http://www.eye-homepage.net/Site/00000241/


　　 園の特色・ＰＲ

写 真

年齢 幼稚園部　　　 保育園部

０歳児 3

１歳児 6

ＴＥＬ ＦＡＸ ２歳児 6

３歳児 2 12

４歳児 2 12

園庭 駐車場 ５歳児 2 12

合計 6

【年間の主な行事】

受入年齢

あり

休園日

30

おむつ 紙おむつ・園にて処分 幼稚園部：休み(預かり保育有り)

保護者会 なし 日曜・祝日・12/29～1/3　

土曜

給食費（２号） 5,500 円/月額

３歳以上児の給食費です。 保育園部：7:00～18:00

平日 幼稚園部：9:00～14:00
(預かり保育有り)

※アレルギーは園で対応が異なるためご相談をお願いします。 保育園部：7:00～18:00

給食費（１号） 5,500 円/月額

給食 園内調理 あり 生後６か月から

アレルギー対応 卵・乳 【開所時間】

看護師 1

用務員 1

【その他】 【受入の状況】

・園庭開放・子育て相談
（支援センター：はぐはぐキッズ併設）

※詳しくは園にお問い合わせください。

【子育て支援】 子育て支援員 4

栄養士・調理員 3

障害児保育 あり：要相談 主幹保育教諭 1

保育教諭 8

保育終了

休日保育 なし 園長 1

一時預かり なし 職員 人数 19:00

延長保育 18:00～19:00/1回300円 【職員数】R4.4.1現在 延長保育

51 自由遊び

【利用可能なサービス】 18:00 順次降園

認可年月日 H31.4.1 4,5歳児は教育活動

あり あり 15:00 おやつ

４７－９７８１ ４７－９７８３ 11:30 給食

ＨＰアドレス http://www.omurakodomonoie.jp/ 12:30 お昼寝

園長 波戸口　利勝 9:00 おやつ（0，1，2歳児）

住所 原口町５９１－１ 9:30 年齢別活動

【施設の概要】 【認可定員数】R4.4.1現在 【園の1日】

設置・運営 社会福祉法人 子供の家 7:00 順次登園

認 定 こ ど も 園 キ ッ ズ ラ ン ド〈保育所型〉

木のぬくもりの中、小集団できめ細

やかなケアを行います。

子どもの主体性を重んじ、自分のやり

たいことをじっくりと取り組める環境の

もと、子どもの成長を感じられる保育・

教育を目指します。

★は親子で参加して

いただく行事もあり

ます。

春 ・入園・進級式

・子どもの日の集い

・歯科・健康診断

夏 ・七夕会

・プール遊び

秋 ・運動会

・個人面談

・遠足

冬 ・クリスマス

・ひな祭り

・卒園式



　　 園の特色・ＰＲ

写 真

年齢 幼稚園部　　　 保育園部

０歳児 6

１歳児 6

ＴＥＬ ＦＡＸ ２歳児 8

３歳児 5 20

４歳児 5 20

園庭 駐車場 ５歳児 5 20

合計 15

【年間の主な行事】

あり 受入年齢

休園日

31

日曜・祝日・12/29～1/3　

年齢・興味に合わせた
活動

・園庭開放・園舎開放
・子育て相談（支援センター：のびっこ併設）

※詳しくは園にお問い合わせください。

平日 幼稚園部：9:00～13:30
(預かり保育有り)

土曜

給食費（２号） 6,000 円/月額

３歳以上児の給食費です。

おむつ 紙おむつ・園にて処分 保育園部：7:00～18:00

保護者会 あり/年会費1,290円 幼稚園部：休み(預かり保育有り)

アレルギー対応 すべて対応 生後3か月から

※アレルギーは園で対応が異なるためご相談をお願いします。 【開所時間】

給食費（１号） 5,000 円/月額 保育園部：7:00～18:00

看護師 1

事務・用務員 3

【その他】

給食 園内調理 あり 【受入の状況】

主幹保育教諭 2

【子育て支援】 保育教諭 14

子育て支援員 2

栄養士・調理員 4

休日保育 なし 園長 1 18:01 延長保育

障害児保育 あり：要相談 副園長 1 19:00 保育終了

【利用可能なサービス】 ４・５歳児は自由遊び

延長保育 18:00～19:00/１回300円 【職員数】R4.4.1現在 15:00 おやつ

一時預かり なし 職員 人数 自由遊び・絵本タイム

認可年月日 H31.4.1 11:30 昼食

あり あり 絵本タイム

80 ３歳児までは午睡

住所 池田新町７６３－８５ 8:30 朝の会・おやつ

５２－２２４４ ５６－８８３９

ＨＰアドレス ー

【施設の概要】 【認可定員数】R4.4.1現在 【園の1日】

設置・運営 社会福祉法人 遊亀会 7:00 登園

園長 髙原　砂夜子 7:30 自由遊び

い け だ 認 定 こ ど も 園〈幼保連携型〉

基本理念

「あんしんと やすらぎと ぬくもりと」

木のぬくもりあふれる園舎と、豊かな自然に囲ま

れた環境が特長です。

四季の移ろいを感じさせてくれる池田湖の近くに

あり、春は「たけのこ掘り」、秋は「お芋掘り」、

冬は「みかん狩り」に「もちつくり」など、季節

を大事に、のびのびとした保育を

行っています。

★は親子で参加して

いただく行事です。

・★ﾌｧﾐﾘｰﾃﾞｰ

・★のびっこ夏祭り

・★ｵｰﾀﾑﾌｪｽﾀ（運動会）

・★ｳｲﾝﾀｰﾌｪｽﾀ（発表会）

・★卒園式

・ＨＵＧの日
（６月～９月を除いたお弁当の日）



　　 園の特色・ＰＲ

写 真

年齢 幼稚園部　　　 保育園部 0・1・2歳児 3・4・5歳児

０歳児 12

１歳児 12

ＴＥＬ ＦＡＸ ２歳児 12

３歳児 5 11 おやつ

４歳児 5 21

園庭 駐車場 ５歳児 5 22 給食準備・給食

合計 15 給食準備・給食

　【年間の主な行事】

受入年齢

あり

休園日

32

保護者会 あり/年会費2,400円 日曜・祝日・12/29～1/3　

・子育て相談
（支援センター：どんぐりころころ併設）

※詳しくは園にお問い合わせください。

平日 幼稚園部：9:00～13:00
(預かり保育有り)

土曜
３歳以上児の給食費です。 保育園部：7:00～18:00

おむつ 紙おむつ・園にて処分 幼稚園部：休み(預かり保育有り)

給食費（１号） 4,600 円/月額

給食費（２号） 5,600 円/月額

アレルギー対応 卵・乳・小麦・カニ・バナナ等 【開所時間】

※アレルギーは園で対応が異なるためご相談をお願いします。 保育園部：7:00～18:00

【その他】 【受入の状況】

給食 園内調理 あり 生後３か月から

栄養士・調理員 5

看護師 2

事務員 1

【子育て支援】 子育て支援員 3 19:00 保育終了

順次降園・自由遊び

保育教諭 15 18:00 延長保育

障害児保育 あり：要相談 主幹保育教諭 1 17:00

おやつ

休日保育 なし 園長 1 16:00 帰りのお集まり・降園準備

一時預かり なし 職員 人数 15:00

延長保育 18：00～19：00/1回300円 【職員数】R4.4.1現在 13:00 幼稚部降園または預・保、保育部午睡

90 11:20

【利用可能なサービス】 幼稚部降園準備、保育部午睡準備

認可年月日 S46.4.1 10:00 年齢別保育・教育

あり あり 11:00

５５－０７０３ ５５－０７１４ 9:00 朝のお集まり・出欠確認

ＨＰアドレス http://myosenji-hoikuen.jp 9:30

園長 小佐々　恵宏 7:00 保育部登園・視診

住所 福重町１４２−１ 8:30 幼稚部登園・視診、保育部自由遊び

【施設の概要】 【認可定員数】R4.4.1現在 【園の1日】

設置・運営 社会福祉法人 たちばな福祉会

福 重 み ょ う せ ん じ こ ど も 園〈幼保連携型〉

春は桜の花びらが舞い、夏はセミの声が賑やかで、

秋はどんぐり達に囲まれ、冬は感動ある大村の冬景色。

こんな自然の中に福重みょうせんじこども園はあります。

広い園庭をかけまわる子どもたちの姿は生き生きと輝

き、どの子にも秘めた多様な可能性がある事を教えてく

れます。

この力を引き出し、伸ばしていくことができるよう、

恵まれた自然環境に加えてできる限りの保育環境を

整えていくことが、私達の務めであると考えて

います。

４月：進級入園式・花まつり・開宗会

5月：運動会

6月：個人面談

７月：七夕・プール開き

８月：プール納め

９月：親子遠足・彼岸法要

１０月：万灯行列（４・５歳児）

１１月：七五三参拝

１２月：お遊戯会・成道会・もちつき会

１月：鬼火たき

２月：節分

降誕会

３月：ひな祭り・彼岸法要・卒園式

【その他】親子ふれあいDAY（保育参観）

英語教室・体育指導、加えて４・５歳児は

サッカー指導があります。

http://myosenji-hoikuen.jp/


　　 　園の特色・ＰＲ

写 真

年齢 幼稚園部　　　 保育園部 0・1・2歳児 3・4・5歳児

０歳児 15

１歳児 18

ＴＥＬ ＦＡＸ ２歳児 18

３歳児 5 18 おやつ

４歳児 5 18

園庭 駐車場 ５歳児 5 18 給食準備・給食

合計 15 給食準備・給食

　【年間の主な行事】

あり 受入年齢

休園日

33

保護者会 なし 幼稚園部：休み(預かり保育有り)

日曜・祝日・12/29～1/3　

・園庭開放・園舎開放
・子育て相談

（支援センター：ハッピースマイル併設）

※詳しくは園にお問い合わせください。

平日 幼稚園部：9:00～14:00
(預かり保育有り)

土曜

給食費（１号） 4,800～6,000円 円/月額 保育園部：7:00～18:00

給食費（２号） 6,000円 円/月額

３歳以上児の給食費です。

おむつ 紙おむつ・持ち帰り 保育園部：7:00～18:00

【その他】

給食 園内調理 あり 【受入の状況】

アレルギー対応 卵・小麦・乳 生後２か月から

※アレルギーは園で対応が異なるためご相談をお願いします。 【開所時間】

子育て支援員 1

栄養士・調理員 5

看護師 1

事務員・その他 1

主幹保育教諭 2 18:00 延長保育

【子育て支援】 保育教諭 24 19:00 保育終了

休日保育 なし 園長 1 16:00 帰りのお集まり・降園準備

障害児保育 あり：要相談 副園長 1 17:00 順次降園・自由遊び

【利用可能なサービス】 幼稚部降園準備、保育部午睡準備

延長保育 18：00～19：00/1回300円・月3,000円 【職員数】R4.4.1現在 13:00 幼稚部降園・預り保育、保育部午睡

一時預かり なし 職員 人数 15:00 起床・おやつ・自由活動

認可年月日  R3.4月認定こども園（設立S52） 10:00 年齢別保育・教育

あり あり 11:00

105 11:20

住所 大村市古町１丁目３３－３　 8:30 幼稚部登園・保育部自由活動

５４－３００１ ５４－３１１２ 9:00 朝のお集まり・出欠確認

ＨＰアドレス https://www.furumachi-h.com/ 9:30

【施設の概要】 【認可定員数】R4.4.1現在 【園の1日】

設置・運営 社会福祉法人 ふるまち福祉会

園長 橋本　幸子 7:00 保育部登園・自由活動

本園は、集団生活の中で遊びの体験や経験から、

自ら主体的に「考える力・生きる力」を育み、就学につなげる

教育・保育、子育て支援を行います。

小学校 スタートカリキュラムを指導計画に導入。

①基本的な生活習慣を身につける。

②物事を自分で考えて行動できるよう見守る。

③生きる力を自ら育み、社会性や道徳心を育む。

④絵本の読み聞かせ・習字ワーク・音楽リズム遊び

・知育教材で探求心を育む・英語を楽しむ。

⑤食育で食の大切さを育み、健康な体を作る。

※地域子育て支援事業 ・子育て相談

・子育てサークル・園舎園庭開放・家庭訪問

★は親子で参加して

いただく行事です。

４月：★入園・進級式・1学期始業式

５月：★運動会・食物の苗植え

６月：★保育参観

７月：七夕会・水泳教室・夏祭り

８月：園内プール遊び

９月：2学期始業式・祖父母の会

１０月：★親子バス遠足・ハロウィン交流

１１月：七五三詣り・秋の遠足・収穫体験

１２月：★生活発表会・クリスマス会

１月：３学期始業式・お正月遊び会

２月：節分会

３月：ひなまつり会・春の遠足

★卒園式・３学期終業式

認 定 こ ど も 園 ふ る ま ち こ ど も 園〈幼保連携型〉

https://www.furumachi-h.com/


　　 　園の特色・ＰＲ

写 真

年齢 幼稚園部　　　 保育園部 幼稚園部 3・4・5歳児 0・1・2歳児

０歳児 9

１歳児 10

ＴＥＬ ＦＡＸ ２歳児 10 おやつ

３歳児 4 17

４歳児 3 17

園庭 駐車場 ５歳児 3 17

合計 10 降園、預・保

　　【年間の主な行事】

受入年齢

あり

休園日

34

おむつ 紙おむつ・園にて処分 幼稚園部：休み(預かり保育有り)

保護者会 なし 日曜・祝日・12/29～1/3　

土曜

給食費（２号） 6,000 円/月額

３歳以上児の給食費です。 保育園部：7:00～18:00

平日 幼稚園部：9:00～13:00
(預かり保育有り)

※アレルギーは園で対応が異なるためご相談をお願いします。 保育園部：7:00～18:00

給食費（１号） 5,000 円/月額

給食 園内調理 あり 生後２か月から

アレルギー対応 すべて対応 【開所時間】

看護師 2

その他 3

【その他】 【受入の状況】

・園庭開放・園舎開放
・子育て相談（支援センター：たけのこ併設）

※詳しくは園にお問い合わせください。

【子育て支援】 子育て支援員 2

栄養士・調理員 7

障害児保育 あり：要相談 主幹保育教諭 2

保育教諭 16

延長保育・おやつ

休日保育 なし 園長 1 19:00 保育終了

一時預かり あり（詳しくは園にお尋ね下さい） 職員 人数 18:00

延長保育 18：00～19：00/30分500円・１時間1,000円 【職員数】R4.4.1現在 15:45 降園準備・順次降園

80 13:00

【利用可能なサービス】 15:00 おやつ・自由活動

認可年月日 R4.4認定こども園(H30.４.設立) 11:00 給食準備・給食（年齢ごと）

あり あり 12:30 午睡（年齢ごと）

５５－５５７５ ５５－５５４６ 9:00 朝のお集まり

ＨＰアドレス http://www.tanpopoen.net/ 10:00 クラス別活動

園長 西村　仁志 7:00 登園開始

住所 大川田町９９５－１ 8:30 自由遊び

【施設の概要】 【認可定員数】R4.4.1現在 【園の1日】

設置・運営 社会福祉法人 とみのはら福祉会

た け ま つ こ ど も 園 〈保育所型〉

やさしい心・育ち合い

笑顔あふれる保育園

当園は同じ地区に「保育園」「一時保育」

「学童」「児童発達支援事業所」が連携し、

保育・教育・療育の分野で包括的にお手伝

いをできる施設を目指しています。

★は親子で参加して

いただく行事です。

【春】★入園式・ひなまつり会

こいのぼり会・田植え

★運動会

【夏】七夕会・水遊び

そうめん流し

【秋】★たけマルシェ

ハロウィン会

【冬】★スマイル会・クリスマス会

もちつき・節分会

★卒園式

http://www.tanpopoen.net/


　　 　　園の特色・ＰＲ

写 真

年齢 幼稚園部　　　 保育園部 幼稚園部 3・4・5歳児 0・1・2歳児

０歳児 4

１歳児 4

ＴＥＬ ＦＡＸ ２歳児 4 おやつ

３歳児 8 6

４歳児 8 6

園庭 駐車場 ５歳児 8 6

合計 24 降園、預・保

　  【年間の主な行事】

受入年齢

あり

休園日
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おむつ 紙おむつ・園にて処分 幼稚園部：休み(預かり保育有り)

保護者会 あり/年会費1,290円 日曜・祝日・12/29～1/3　

土曜

給食費（２号） 6,000 円/月額

３歳以上児の給食費です。 保育園部：7:00～18:00

平日 幼稚園部：9:00～13:30
(預かり保育有り)

※アレルギーは園で対応が異なるためご相談をお願いします。 保育園部：7:00～18:00

給食費（１号） 5,000 円/月額

給食 園内調理 あり 生後３か月から

アレルギー対応 すべて対応 【開所時間】

看護師 1

事務・用務員 2

【その他】 【受入の状況】

   　・園庭開放 ・親子遊び・子育て相談
         （支援センター：のびっこエミー併設）

       ※詳しくは園にお問い合わせください。

【子育て支援】 子育て支援員 2

栄養士・調理員 2

障害児保育 あり：要相談 主幹保育教諭 2

保育教諭 11

延長保育

休日保育 なし 園長 1 19:00 保育終了

一時預かり なし 職員 人数 18:00

延長保育 18：00～19：00/1回300円 【職員数】R4.4.1現在 15:45 降園準備・順次降園

30 13:00

【利用可能なサービス】 15:00 おやつ・自由活動

認可年月日 R4.4認定こども園(R2.4設立) 11:00 給食準備・給食（年齢ごと）

あり あり 12:30 午睡（年齢ごと）

５６－８３８８ ５６－８３８８ 9:00 朝のお集まり

ＨＰアドレス ー 10:00 クラス別活動

園長 桑川　優子 7:00 登園開始

住所 池田2丁目９２５－１５ 8:30 自由遊び

【施設の概要】 【認可定員数】R4.4.1現在 【園の1日】

設置・運営 社会福祉法人 遊亀会

エ ミ ー 認 定 こ ど も 園〈幼保連携型〉

基本理念

「あんしんと やすらぎと ぬくもりと」

温かい木のぬくもりあふれる園舎と、豊かな自然に

囲まれた環境が特徴です。

四季を感じる池田湖公園や園周辺には、お気に入り

の散歩コースがたくさんあり、日々新しい発見に目を

輝かせています。野菜栽培をしている園の小さい畑も

その一つです。

子どもたちのやりたい気持ちを大事にして、

毎日が幸せに過ごせるような保育をめざして

います。

★は親子で参加して

いただく行事です。

・★ﾌｧﾐﾘｰﾃﾞｰ

・★のびっこ夏祭り

・★ｵｰﾀﾑﾌｪｽﾀ（運動会）

・★ｳｲﾝﾀｰﾌｪｽﾀ（発表会）

・★卒園式

・ＨＵＧの日

（６月～９月を除いたお弁当の日）

幼児部

乳児部



　　 　園の特色・ＰＲ

写 真

年齢 幼稚園部　　　 保育園部 幼稚園部 3・4・5歳児 0・1・2歳児

０歳児 8

１歳児 12

ＴＥＬ ＦＡＸ ２歳児 12 おやつ

３歳児 2 12

４歳児 2 13

園庭 駐車場 ５歳児 2 13

合計 6 降園、預・保

　　【年間の主な行事】

受入年齢

あり

休園日
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・園庭開放・子育て相談
（支援センター：カンガルーの広場併設）

※詳しくは園にお問い合わせください。

平日 幼稚園部：9:00～14:00
(預かり保育有り)

土曜

おむつ 紙おむつ・持ち帰り 日曜・祝日・12/29～1/3　

保護者会 あり/月200円(兄弟児100円）

給食費（２号） 5,700 円/月額 保育園部：7:00～18:00

３歳以上児の給食費です。 幼稚園部：休み(預かり保育有り)

アレルギー対応 可能な限り 保育園部：7:00～18:00

※アレルギーは園で対応が異なるためご相談をお願いします。

給食費（１号） 4,500 円/月額

【その他】 生後3か月から

給食 園内調理 あり 【開所時間】

看護師 1

事務員 1

【受入の状況】

保育終了

保育教諭 16

【子育て支援】 栄養士・調理員 2

障害児保育 あり：要相談 主幹保育教諭 1 19:00

降園準備・順次降園

休日保育 なし 園長 1 18:00 延長保育

一時預かり あり（詳しくは園にお尋ね下さい） 職員 人数 15:45

延長保育 18：00～19：00/1回300円 【職員数】R4.4.1現在 15:00 おやつ・自由活動

70 14:00

【利用可能なサービス】 14:30 起床・ﾄｲﾚ・手洗い

認可年月日 R4.4認定こども園(S49.3設立) 11:00 給食準備・給食（年齢ごと）

あり あり 12:30 午睡・絵本タイム（年齢ごと）

５５－０８３５ ５５－６２０２ 9:00 朝のお集まり

ＨＰアドレス http://www.matsubarahoikuen.com/ 10:00 クラス別活動

園長 林田 啓輔 7:00 登園開始

住所 松原本町17-1 8:30 自由遊び

【施設の概要】 【認可定員数】R4.4.1現在 【園の1日】

設置・運営 社会福祉法人 松原保育園

松 原 リ ト ル フ ォ レ ス ト こ ど も 園〈保育所型〉

自然豊かな松原にある園です。目の前には青い海が広がり、

後ろには緑豊かな山々を望み、松原のメインストリートには昔の

情緒あふれる雰囲気を残した宿場跡など……自然と歴史に包まれ

たすてきな環境の中で、０歳の赤ちゃんから就学前の子どもたち

が仲良く元気に過ごしています。

受け継がれてきた和太鼓やまりつき、ネイティブスピーカーの

先生と園長自らも携わる英語教室等、さまざまなたくさんの経験

を通じて子どもたちは日々成長し続けています。

職員全員、家庭的な雰囲気の中、一人ひとりを大切に日々の教

育・保育に励んでいます。

是非一度、松原へ遊びにいらしてください！

★は親子で参加してい

ただく行事です。詳し

くはホームページをご

覧ください。

４月：★入園式

５月：歓迎遠足

７月：★七夕まつり

９月：★秋祭り・★運動会

１０月：★親子レクレーション

１１月：福寿会招待会

１２月：お遊戯会

２月：音楽祭

３月：★卒園式

http://www.matsubarahoikuen.com/


地域型保育事業
（小規模保育園）

※地域型保育事業、その連携施設について

地域型保育事業は０～２歳児を対象とする定員数19名以下

の保育園です。この施設では卒園後の通い先を確保するため、

「連携施設」を設定しています。

卒園時は連携施設への優先的な入所が認められ、卒園後も引

き続き教育・保育施設を利用ができるように図っています。



　　園の特色・ＰＲ

写 真

園庭 駐車場

　　【年間の主な行事】

　※運営施設が管理しています。

受入年齢

標準時間

短時間

あり 休園日
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ＴＥＬ ＦＡＸ

※アレルギーは園で対応が異なるため
ご相談をお願いします。

給食費 保育料に含まれます

おむつ 紙おむつ・園にて処分

保護者会 なし

アレルギー対応 全て対応可能 日曜・祝日・年末年始

連携施設

向陽幼稚園

【その他】 7：15～18：15

給食 園内調理 あり 9：00～17：00

【子育て支援】 【受入の状況】

なし 生後６か月から

【保育時間】

休日保育 なし 栄養士・調理員 ※

障害児保育 あり：要相談

延長保育 18：15～20：00/1回500円･月4,000円 保育士 3

一時預かり なし 子育て支援員 1

【利用可能なサービス】 主任保育士 1 20:00 保育終了

順次降園

園長 1 18:15 延長保育

あり あり 職員 人数

ＨＰアドレス https://omura.jadecom.or.jp/ 15:00 おやつ

認可年月日 H27.4.1 【職員数】R４.4.1現在 16:00 帰りの会

昼食

52-2161（病院代表） 52-2199（病院代表） 合計 14 12:30 午睡

42-4062（保育園） 42-4062（保育園） ２歳児 6 12:00

朝の会

住所 古賀島町１３３－２２（大村市民病院） １歳児 6 10:30 月齢別保育

園長 中村　みどり ０歳児 2 9:30

【施設の概要】 【認可定員数】R４.4.1現在 【園の1日】

設置・運営
公益社団法人地域医療振興協会

市立大村市民病院 年齢 人数 7:15 順次登園

４月：お花見お散歩

５月：こどもの日

６月：水遊び

７月：七夕

８月：スイカ割り

９月：おやつ作り

１０月：ハロウィン

１１月：秋のお散歩

１２月：クリスマス会

１月：お正月遊び

２月：節分

３月：雛飾り

※その他毎月お誕生日会や

製作を行って

います。

市立大村市民病院 院 内 保 育 園 さ く ら 保 育 園

◆ ひとりひとりを「見つめて」育てます。

◆「思いやる心」を育てます。

◆「生きていく力」を育てます。

さくら保育園は少人数制の保育園です。縦割り保育

で思いやりの心を育てることをモットーとしています。

子ども達の様子が手にとるように把握できる環境作

りを心がけ、子どもは卒園までに生活行動ができるよ

うに手厚く見守っていきます。

https://omura.jadecom.or.jp/


　　園の特色・ＰＲ

写 真

ＴＥＬ ＦＡＸ

園庭 駐車場

【年間の主な行事】

受入年齢

標準時間

短時間

休園日

あり
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給食費 保育料に含まれます

おむつ 紙おむつ・園にて処分

保護者会 なし

アレルギー対応 すべて対応 【連携施設】

　認定こども園たんぽぽ園　

たけまつこども園

※アレルギーは園で対応が異なるため
ご相談をお願いします。

7：00～18：00

【その他】 8：30～16：30

給食 園内調理 あり 日曜・祝日・12/29～1/3

※たけまつ保育園と連携しています。

【子育て支援】

【受入の状況】

生後２か月から

【保育時間】

・園庭開放・施設見学
・子育て相談(連携施設の子育て支援センター)

※詳しくは園にお問い合わせください。

休日保育 なし 子育て支援員 3

障害児保育 あり：要相談 栄養士・調理員 ※

延長保育 なし 主任保育士 1

一時預かり なし 保育士 10

職員 人数 16:00 帰りの準備・順次降園

【利用可能なサービス】 園長 1 18:00 保育終了

認可年月日 H27.4.1 12:30 午睡

あり あり 【職員数】R４.4.1現在 15:00 おやつ・自由遊び

活動

ＨＰアドレス http://www.tanpopoen.net/ 合計 19 11:30 昼食準備・昼食

５６－９８１１ ５６－９８２２ ２歳児 7 10:00

自由遊び

住所 大川田町３３８－２ １歳児 7 9:00 朝のお集まり

園長 徳留　真理子 ０歳児 5 8:00

【施設の概要】 【認可定員数】R４.4.1現在 【園の1日】

設置・運営 社会福祉法人 とみのはら福祉会 年齢 人数 7:00 登園開始

【春】★進級式・ひなまつり会

こいのぼり会・★運動会

【夏】七夕会・水遊び

そうめん流し

【秋】★秋祭り・★親子遊び

ハロウィン会

【冬】★お遊戯会・クリスマス会

もちつき・節分会

★卒園式

小規模保育所 た け ま つ ち っ ち 保 育 園

★は親子で参加していただく

行事です。

笑顔がいっぱい

家庭的な保育園

静かな住宅街の中にある当園は、0～2歳児まで

の子どもたちが家庭的な雰囲気の中でのびのび

と過ごしています。また、近くにある連携施設

との交流の中で、異年齢児や障害児、高齢者と

の関りを持つことにより、友達の輪を広げたり、

他を思いやる心を育みます。

http://www.tanpopoen.net/


　　園の特色・ＰＲ

写 真

ＴＥＬ ＦＡＸ

園庭 駐車場

受入年齢 【年間の主な行事】

標準時間

短時間

休園日

あり
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延長保育
7：30～8：30，16：30～18：30

30分300円

保育短時間の方のご利用になります。

※アレルギーは園で対応が異なるため
ご相談をお願いします。

給食費 保育料に含まれます

おむつ 紙おむつ・園にて処分

保護者会 なし

給食 園内調理 あり 【連携施設】

アレルギー対応 卵・乳 くじら認定こども園

なし 7：30～18：30

8：30～16：30

【その他】 日曜・祝日・12/29～1/3

障害児保育 あり：要相談 【受入の状況】

生後２か月から

【子育て支援】 【保育時間】

合同保育（自由遊び）

休日保育 なし 18:30 保育終了

一時預かり なし 事務員 1 16:30

保育士 7 15:15 おやつ

栄養士・調理員 1 16:00 お帰りの会

職員 人数 12:00 着替え・午睡

【利用可能なサービス】 園長 1 15:00 起床・排泄

認可年月日 H27.4.1 10:00 クラス別保育

小庭あり あり 【職員数】R４.4.1現在 11:00 給食

朝のお集まり

ＨＰアドレス iruka-hoikuen-nagasaki.edumap.jp 合計 12 9:50 おやつ

５２－４４４４ ５２－４４４４ ２歳児 4 9:40

合同保育（自由遊び）

住所 松並１丁目３３２−６ １歳児 4 9:00 （登園完了）

園長 中村　梓 ０歳児 4

【施設の概要】 【認可定員数】R４.4.1現在 【園の1日】

設置・運営 株式会社りぼん 年齢 人数 7:30 登園

４月：★親子遠足

５月：★運動会

７月：七夕会

８月：そうめん流し

１０月：ハロウィンパレード

１１月：★個人面談（希望者）

１２月：クリスマス会

2月：★たのしい会（発表会）

：節分会

3月：お別れ遠足・巣立ち式

【毎月】体育教室・お話の会・リトミック

など行っています。

小規模保育園 い る か

当園では、「よく遊び よく食べ よく眠る」を

保育目標に、こども達と密に関わりながら心身の

発達の手助けをしています。

２歳児が０・１歳児のお世話や心配をする兄弟

姉妹のような関係ができています。

こども達の日々の発達や心配事を保護者と伝え

合うことで、 こどもの成長の喜びや子育てにおけ

る不安を共有しています。

（いるかコミュニケーション）

ぜひ一度見学にお越しください。

★は親子で参加して

いただく行事です。



　　園の特色・ＰＲ

写 真

※千木の森やまびこ保育園に隣接しています。

ＴＥＬ ＦＡＸ

園庭 駐車場

【年間の主な行事】

受入年齢

標準時間

あり 短時間

休園日
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布おむつ対応あり

保護者会 なし

※千木の森やまびこ保育園と連携し
ています。

・園庭開放・園舎開放・子育て相談
※詳しくは園にお問い合わせください。

※アレルギーは園で対応が異なるため
ご相談をお願いします。

おむつ

アレルギー対応 卵・乳・小麦・ごま・鶏肉等 8：30～16：30

日曜・祝日・12/29～1/3

【連携施設】

給食費 保育料に含まれます 　　　　長崎星美幼稚園　　　　　　

紙おむつ・園にて処分 千木の森やまびこ保育園

看護師 1

【子育て支援】

【受入の状況】

生後３か月から

【その他】 【保育時間】

給食 園内調理 あり 7：00～18：00

休日保育 なし 子育て支援員 2 18:00 延長保育

障害児保育 あり：要相談 栄養士・調理員 ※ 19:00 保育終了

延長保育 18：00～19：00/1回200円 主任保育士 ※ 16:00 お帰りの準備

一時預かり なし 保育士 10 17:00 自由遊び

職員 人数 14:45 起床

【利用可能なサービス】 園長 1 15:00 おやつ

認可年月日 H27.11.1 12:00 午睡

あり あり 【職員数】R４.4.1現在

５４－８４５５ ４７－８４２５ ２歳児 7 10:00 クラス別保育

ＨＰアドレス https://www.chiginomori.com 合計 19 11:00 昼食準備・昼食

園長 髙橋　伸子 ０歳児 6 8:00 自由遊び

住所 向木場町１１９７－２ １歳児 6 9:30 朝のおやつ

【施設の概要】 【認可定員数】R４.4.1現在 【園の1日】

設置・運営 株式会社創遊舎 年齢 人数 7:00 登園

４月：★入園式

５月：こどもの日の集い

７月：七夕の集い

１０月：★運動会・ ハロウィン

１２月：★発表会・もちつき

クリスマス会

２月：豆まき

３月：ひな祭りの集い

小規模保育園 ち ぎ の も り 保 育 園

当園は、0～2歳児を対象にした19名定員の小

さな保育園です。自然の中での外遊びや散歩など、

たくさん身体を動かし、しっかりとおなかをすか

せてから栄養満点の給食を食べて、ぐっすり眠る

といった健康的なリズムをつくることを心がけて

います。 0～2歳の頃は、特に一人ひとりの個人

差が大きい時期。家庭的な雰囲気の中、一人ひと

りの子どもの思いに寄り添い、子どもたちが安心

して保育園生活を送れるよう保育環境を整えてい

ます。

★は親子で参加して

いただく行事です。

https://www.chiginomori.com/


　　園の特色・ＰＲ

写 真

※新城保育園に隣接しています。

ＴＥＬ ＦＡＸ

園庭 駐車場

【年間の主な行事】

※新城保育園と連携しています。

受入年齢

あり 標準時間

短時間

休園日
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紙おむつ・園にて処分 向陽幼稚園

保護者会 なし

※アレルギーは園で対応が異なるため
ご相談をお願いします。

おむつ

アレルギー対応 要相談 7：00～18：00

8：30～16：30

日曜・祝日・12/29～1/3

給食費 保育料に含まれます 【連携施設】

紙・布どちらも対応 新城保育園

用務員 2

【子育て支援】

なし

【受入の状況】

【その他】 生後2か月から

給食 園内調理 あり 【保育時間】

休日保育 なし 栄養士・調理員 ※ 18:00 保育終了

障害児保育 あり：要相談 看護師 1

延長保育 なし 保育士 7 16:00 お帰りの準備

一時預かり なし 子育て支援員 1 17:00 自由遊び

職員 人数 15:00 起床

【利用可能なサービス】 園長 1 15:15 おやつ

認可年月日 H28.1.1 13:00 午睡

あり あり 【職員数】R４.4.1現在

５２－８６８６ ５２－８６８５ ２歳児 4 10:00 クラス別保育

ＨＰアドレス https://nishiomura-fukushikai.or.jp/ 合計 12 11:00 昼食準備・昼食

園長 西川　ひろみ ０歳児 4 8:00 自由遊び

住所 杭出津1丁目８５３－６ １歳児 4 9:00 朝のお集まり

【施設の概要】 【認可定員数】R４.4.1現在 【園の1日】

設置・運営 社会福祉法人 西大村福祉会 年齢 人数 7:00 登園

４月：★入園式

５月：★運動会

６月：★保育参観日

８月：お話の部屋

９月：★祖父母参観日

１０月：★親子遠足

１１月：お話の部屋

１２月：★発表会

１月：鬼火焚き

２月：豆まき

３月：★卒園式

小規模保育園 す こ や か 保 育 園

０歳から２歳までのお子様が、小規模な

らではの家庭的雰囲気の中、安心して過ご

せるよう配慮しております。また子ども達

はもちろんですが、保護者の皆様にとって

も毎日通う保育園が、居場所となれるよう

に職員は日々頑張っています。一緒に悩み

ながら子育てをしていきましょう。

★は親子で参加して

いただく行事です。

https://nishiomura-fukushikai.or.jp/


　　園の特色・ＰＲ

写 真

※かめりあこども園、かめりあ第二保育園に隣接しています。

ＴＥＬ ＦＡＸ

園庭 駐車場

※かめりあこども園と連携しています。

【年間の主な行事】

受入年齢

標準時間

あり 短時間

休園日

42

おむつ 紙おむつ・園にて処分

保護者会 なし

※アレルギーは園で対応が異なるため
ご相談をお願いします。

日曜・祝日・12/29～1/3

【連携施設】

給食費 保育料に含まれます かめりあこども園

給食 園内調理 あり 7：30～18：30

アレルギー対応 卵・乳・小麦 8：30～16：30

【子育て支援】

なし 【受入の状況】

生後３か月から

【その他】 【保育時間】

随時降園

障害児保育 あり：要相談 事務員 1 18:30 保育終了

休日保育 なし 看護師 1

室内遊び

一時預かり なし 栄養士・調理員 ※ 16:00 視診・検温

延長保育 なし 保育士 8

職員 人数 15:00 起床

【利用可能なサービス】 園長 1 おやつ

認可年月日 H27.9.1 11:20 1・2歳児給食

あり(連携施設) あり 【職員数】R４.4.1現在 午睡

月齢に応じた遊び・散歩

ＨＰアドレス https://camelliaswc.or.jp/ 合計 12 11:00 0歳児離乳食

５５－８３２１ ５５－８５００ ２歳児 5

視診・検温

住所 富の原２丁目４０８－１ １歳児 4 9:30 おやつ

園長 濵田　奈穂美 ０歳児 3

【施設の概要】 【認可定員数】R４.4.1現在 【園の1日】

設置・運営 社会福祉法人 カメリア 年齢 人数 7:30 随時登園

4月：入園・対面式

5月：子どもの日お祝い会

6月：親子レクレーション

7月：七夕会

10月：遠足

２月：節分会（豆まき）

3月：ひな祭り会・お別れ遠足

修了式・卒園式（２歳児のみ）

小規模保育園 か め り あ 保 育 園

一人一人に目を向け子ども達の気

持ちや興味に寄り添う保育を行いま

す。家庭のような和やかな雰囲気の

中でゆっくりと過ごし、スキンシッ

プを通したコミュニケーションを大

切に日々の感動を共有します。

★親子で参加して

いただく行事も

あります。

https://camelliaswc.or.jp/


　　園の特色・ＰＲ

写 真

ＴＥＬ ＦＡＸ

園庭 駐車場

【年間の主な行事】

受入年齢

標準時間

短時間

あり 休園日
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給食費 保育料に含まれます 認定こども園キッズランド

おむつ 紙おむつ・園にて処分

保護者会 なし

※アレルギーは園で対応が異なるため
ご相談をお願いします。

給食 園内調理 あり 8：30～16：30

アレルギー対応 要相談 日曜・祝日・12/29～1/3

【連携施設】

大村聖母幼稚園

19:00 保育終了

【子育て支援】 【受入の状況】

なし 生後６か月から

【保育時間】

【その他】 7：00～18：00

休日保育 なし 看護師 1 16:00 自由遊び・随時降園

障害児保育 あり：要相談 事務員 1 18:00 延長保育

延長保育 18：00～19：00/1回300円 保育士 5 15:30 おやつ・健康観察

一時預かり なし 栄養士・調理員 2 15:45 お集まり

職員 人数 11:40 昼食

【利用可能なサービス】 園長 1 13:00 午睡

認可年月日 H28.3.29 おやつ

あり あり 【職員数】R４.4.1現在 9:40 設定保育

４７－５２４０ ４７－５２４１ ２歳児 4 排泄

ＨＰアドレス http://www.omurakodomonoie.jp/ 合計 12 9:00 お集まり

園長 北川　智子 ０歳児 4 自由遊び

住所 原口町５９１ー２ １歳児 4 8:50 健康観察（検温）

【施設の概要】 【認可定員数】R４.4.1現在 【園の1日】

設置・運営 社会福祉法人 大村子供の家 年齢 人数 7:00 登園

４月：★入園式

５月：こどもの日

６月：保護者面談

７月：七夕の会

８月：水遊び

１０月：★親子遠足

１１月：★秋祭り

１２月：クリスマス会

２月：豆まき

３月：ひな祭り

小規模保育園 キ ッ ズ ホ ー ム

☆のびのび動ける広いスペース

☆広い体育館・グランド併設

☆少人数のアットホームな保育

☆法人内こども園・放課後児童

クラブと連携

★は親子で参加して

いただく行事です。



　　園の特色・ＰＲ

ＴＥＬ ＦＡＸ

園庭 駐車場

※いけだ認定こども園と連携しています。 【年間の主な行事】

受入年齢

標準時間

短時間

あり 休園日
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おむつ 紙おむつ・園にて処分

保護者会 あり/年会費1,290円

年齢・興味に合わせ
た

活動

・園庭開放・園舎開放・子育て相談
※詳しくは園にお問い合わせください。

※アレルギーは園で対応が異なるため
ご相談をお願いします。

【連携施設】

エミー認定こども園

給食費 保育料に含まれます いけだ認定こども園

給食 園内調理 委託 8：30～16：30

アレルギー対応 すべて対応 日曜・祝日・12/29～1/3

【子育て支援】

【受入の状況】

生後３か月から

【保育時間】

【その他】 7：00～18：00

保育終了

障害児保育 あり：要相談 栄養士・調理員 ※

休日保育 なし 子育て支援員 2 19:00

自由遊び・絵本タイム

一時預かり なし 保育士 3 18:01 延長保育

延長保育 18：00～19：00/1回300円 主任保育士 1

職員 人数 午睡

【利用可能なサービス】 園長 1 15:00 おやつ

認可年月日 H28.10.1 11:30 昼食

あり あり 【職員数】R４.4.1現在 絵本タイム

ＨＰアドレス ー 合計 12

５６－８８２２ ５６－８８２２ ２歳児 4

自由遊び

住所 池田新町７３６－１１ １歳児 4 8:30 おやつ

園長 髙原　雄大 ０歳児 4 7:30

【施設の概要】 【認可定員数】R４.4.1現在 【園の1日】

設置・運営 社会福祉法人 遊亀会 年齢 人数 7:00 登園

・★ﾌｧﾐﾘｰﾃﾞｰ

・★のびっこ夏祭り

・★ｵｰﾀﾑﾌｪｽﾀ（運動会）

・★ｳｲﾝﾀｰﾌｪｽﾀ（発表会）

・★卒園式

・ＨＵＧの日

（６月～９月を除いたお弁当の日）

小規模保育園 ち い さ な 保 育 園 マ ー ナ

基本理念

「あんしんと やすらぎと ぬくもりと」
木のぬくもりあふれる園舎と、豊かな自然に囲ま

れた環境が特長です。

四季の移ろいを感じさせてくれる池田湖の近くに

あり、春は「たけのこ掘り」、秋は「お芋掘り」、

冬は「みかん狩り」に「もちつくり」など、季節

を大事にのびのびとした保育を

行っています。

★は親子で参加して

いただく行事です。



　　園の特色・ＰＲ

写 真

ＴＥＬ ＦＡＸ

園庭 駐車場

【年間の主な行事】

※たけまつこども園と連携しています。

受入年齢

標準時間

短時間

休園日

あり
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・園庭開放・園舎開放・子育て相談
※詳しくは園にお問い合わせください。

※アレルギーは園で対応が異なるため
ご相談をお願いします。

給食費 保育料に含まれます

おむつ 紙おむつ・園にて処分

保護者会 なし

アレルギー対応 すべて対応 【連携施設】

認定こども園たんぽぽ園

たけまつこども園

【その他】 8：30～16：30

給食 園内調理 あり 日曜・祝日・12/29～1/3

【子育て支援】 【受入の状況】

生後２か月から

【保育時間】

7：00～18：00

休日保育 なし 栄養士・調理員 ※

障害児保育 あり：要相談

延長保育 なし 保育士 7

一時預かり あり(詳しくは園にお尋ねください) 子育て支援員 3

職員 人数 16:00 帰りの準備・順次降園

【利用可能なサービス】 園長 1 18:00 保育終了

認可年月日 H29.12.27 12:30 午睡

あり あり 【職員数】R４.4.1現在 15:00 おやつ・自由遊び

活動

ＨＰアドレス http://www.tanpopoen.net/ 合計 12 11:30 昼食準備・昼食

５５－９３８２ ５６－８１３８ ２歳児 5 10:00

自由遊び

住所 富の原１丁目１２５５－８ １歳児 4 9:00 朝のお集まり

園長 田代　希 ０歳児 3 8:00

【施設の概要】 【認可定員数】R４.4.1現在 【園の1日】

設置・運営 社会福祉法人 とみのはら福祉会 年齢 人数 7:00 登園開始

【春】★進級式・ひなまつり会

こいのぼり会

【夏】七夕会・水遊び・★運動会

そうめん流し

【秋】★秋祭り・★親子遊び

ハロウィン会

【冬】★お遊戯会・クリスマス会

もちつき・節分会

★卒園式

小規模保育園 と み の は ら 保 育 園

★は親子で参加して

いただく行事です。

「子ども達が安心して過ごせる家」家庭的

な雰囲気の中で、笑ったり、驚いたり、感動

したりしながら日々の生活を送っています。

「やってみよう！」の気持ちを大切にひとり

一人の発達状態に合わせて行きます。子ども

達の自分でしたい、やってみたいの気持ちを

大切にし、ワクワクするよう毎日を過ごして

います。

http://www.tanpopoen.net/


　　園の特色・ＰＲ

写 真

※植松保育園に隣接しています。小規模保育園どんぐりと同施設にあります。

ＴＥＬ ＦＡＸ

園庭 駐車場

　　※植松保育園と連携しています。

受入年齢 【年間の主な行事】

標準時間

短時間

休園日

あり
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※アレルギーは園で対応が異なるため
ご相談をお願いします。

給食費 保育料に含まれます

おむつ 紙おむつ・持ち帰り

保護者会 あり/年会費1,200円

給食 園内調理 あり 【連携施設】

アレルギー対応 卵・乳・小麦 植松保育園

【保育時間】

7：00～18：00

8：30～16：30

【その他】 日曜・祝日・12/29～1/3

・園庭開放・施設見学
・子育て相談(連携施設の子育て支援センター)

※詳しくは園にお問い合わせください。

19:00 保育終了

【子育て支援】 【受入の状況】

生後３か月から

降園準備　順次降園

障害児保育 あり：要相談 18:00 延長保育

休日保育 なし 栄養士・調理員 ※ 16:00

起床・排泄・着衣

一時預かり なし 子育て支援員 1 15:00 おやつ・歯磨き・自由遊び

延長保育 18：00～19：00/1回300円 保育士 5 14:40

職員 人数 排泄・脱衣

【利用可能なサービス】 園長 1 12:40 午睡

11:50

認可年月日 H30.6.1 11:00 給食

あり あり 【職員数】R４.4.1現在 昼寝準備・乾布摩擦（沐浴）

同年齢保育及び縦割り保育

ＨＰアドレス https://www.matsubokkuri.info/ 合計 12 10:40 給食準備・排泄・手洗い

４７－６２３０ ４７－６２３３ ２歳児 5 10:00

自由遊び

住所 坂口町373-10 １歳児 4 9:00 排泄・手洗い・おやつ

園長 平田　慎治 ０歳児 3 8:00

【施設の概要】 【認可定員数】R４.4.1現在 【園の1日】

設置・運営 社会福祉法人 植松保育園 年齢 人数 7:00 順次登園・視診

４月：★入園式

５月：こどもの日の集い

★保育参観

６月：ミニ・コンサート

７月：★夏祭り・プール遊び

９月：★運動会・遠足

１０月：お店屋さんごっこ

芋掘り

１２月：★発表会・もちつき

１月：★ロードレース

２月：豆まき

３月：★卒園式

小規模保育園 ま つ ぼ っ く り

★は親子で参加して

いただく行事です。

愛情豊かに、健やかに、

一人一人の可能性と生きる力の基礎作り

木のぬくもりが感じられる園舎で、小規模

ならではのアットホームな関わりと、隣接す

る植松保育園との交流で様々な行事や大勢で

しか味わえない経験など、愛情と感性豊かな

保育で子どもの成長を育みます。

https://www.matsubokkuri.info/


　　園の特色・ＰＲ

写 真

※わかば保育園に隣接しています。

ＴＥＬ ＦＡＸ

園庭 駐車場

【年間の主な行事】

　※わかば保育園と連携しています。

受入年齢

標準時間

短時間

休園日

あり

47保護者会 あり/年会費3,000円

・子育て支援室（つぼみ）R３年度より開設
・毎月第2・第3水曜（AM9：30～11：00）

・事前予約をお願いします。
※詳しくは園にお問い合わせください。

※アレルギーは園で対応が異なるため
ご相談をお願いします。

アレルギー対応 卵・牛乳・小麦・他

給食費 保育料に含まれます

おむつ 紙おむつ・持ち帰り

8：30～16：30

日曜・祝日・12/29～1/3

【その他】 【連携施設】

給食 園内調理 あり(連携施設) わかば保育園

【子育て支援】 【受入の状況】

生後2か月から

【保育時間】

7：00～18：00

休日保育 なし 栄養士・調理員 ※

障害児保育 あり：要相談

延長保育 18：00～19：00/1回300円 保育士 4

一時預かり なし 子育て支援員 1

職員 人数 18:00 延長保育

【利用可能なサービス】 園長 1 19:00 保育終了

認可年月日 H30.3.30 15:00 おやつ

あり(連携施設) あり 【職員数】R４.4.1現在 15:30 自由遊び・降園

昼食

ＨＰアドレス ー 合計 12 12:30 お昼寝・検温

５５－５６７０ ５５－５６７０ ２歳児 4 11:30

朝の集い・おやつ

住所 竹松本町６９４－１ １歳児 4 10:00 設定保育

園長 溝江　律子 ０歳児 4 9:00

【施設の概要】 【認可定員数】R４.4.1現在 【園の1日】

設置・運営 社会福祉法人 わかば保育園 年齢 人数 7:00 登園・検温

４月：入園式

５月：親子運動会・健康診断

６月：保育参加

１０月：親子バス遠足

１１月：発表会・健康診断

１２月：餅つき

１月：鬼火焚き

２月：節分・保育参加

３月：ひなまつり

【その他】

誕生会（生まれた月・保護者参加）

避難訓練（毎月）

交通安全指導（２ヵ月に１回）

★親子で参加して

いただく行事

もあります。

小規模保育園 つ ぼ み の お う ち

本園は、家庭的な雰囲気の中、ゆったりとの

びのび過ごしています。少人数保育の良さを生か

し●触れ合いを大切にする●育ちを見守る●笑顔

を忘れずほめて育てる●子どもの言葉や表情を大

切にし、思いをしっかり受けとめて接する・・・

を心がけて保育を行っています。また、職員同士

の情報交換・意見交換を行い、共通理解を図り、

子ども達一人ひとりの健やかな育ちを目指してい

ます。



　　園の特色・ＰＲ

写 真

※かめりあ三城第二保育園と同施設にあります。

ＴＥＬ ＦＡＸ

園庭 駐車場

【年間の主な行事】

※かめりあ天空の森保育園と連携しています。

受入年齢

標準時間

あり 短時間

休園日

48

※アレルギーは園で対応が異なるため
ご相談をお願いします。

おむつ 紙おむつ・園にて処分 かめりあ天空の森保育園

保護者会 なし

日曜・祝日・12/29～1/3

【連携施設】

給食費 保育料に含まれます かめりあこども園

給食 園内調理 あり 7：30～18：30

アレルギー対応 卵・乳・小麦 8：30～16：30

【子育て支援】

なし 【受入の状況】

生後３か月から

【その他】 【保育時間】

休日保育 なし 看護師 1

障害児保育 あり：要相談 栄養士・調理員 ※

保育終了

一時預かり なし 子育て支援員 2

延長保育 なし 保育士 7 18:30

職員 人数 16:00 自由遊び

【利用可能なサービス】 園長 1 随時降園

認可年月日 R3.4.1(設立：H30.1.1） 13:00 午睡

なし（屋上砂場あり） あり 【職員数】R４.4.1現在 15:10 おやつ

クラス別保育

ＨＰアドレス
https://camelliaswc.or.jp/office/sanjyou

-hoikuen/ 合計 14 11:30 給食

４７－５４９０ ４７－６３１０ ２歳児 5

自由遊び

住所 東三城町１１－４（１階） １歳児 5 9:00 おやつ

園長 藤田　孝代 ０歳児 4

【施設の概要】 【認可定員数】R４.4.1現在 【園の1日】

設置・運営 社会福祉法人 カメリア 年齢 人数 7:30 随時登園

４月：入園進級お祝い会

５月：こどもの日お祝い会

６月：★給食保育参観

７月：七夕会

プール開き

１０月：秋の遠足

１２月：★クリスマス保育参観

２月：節分会（豆まき）

３月：★ひな祭り会

お別れ遠足

★卒園式（２歳児のみ）

小規模保育園 か め り あ 三 城 保 育 園

★は親子で参加して

いただく行事です。

家庭的な雰囲気の中で、一人ひとり

の生活リズムを大切にしながら、子ど

もたちの健やかな成長を見守ります。

毎日お散歩に出かけ、春夏秋冬の季節

を存分に楽しんでいます。

https://camelliaswc.or.jp/office/sanjyou-hoikuen/
https://camelliaswc.or.jp/office/sanjyou-hoikuen/


　　園の特色・ＰＲ

写 真

　　　※植松保育園に隣接しています。小規模保育園まつぼっくりと同施設にあります。

ＴＥＬ ＦＡＸ

園庭 駐車場

　　※植松保育園と連携しています。

受入年齢 【年間の主な行事】

標準時間

短時間

休園日

あり

49

※アレルギーは園で対応が異なるため
ご相談をお願いします。

給食費 保育料に含まれます

おむつ 紙おむつ・持ち帰り

保護者会 あり/年会費1,200円

給食 園内調理 あり 【連携施設】

アレルギー対応 卵・乳・小麦 植松保育園

【保育時間】

7：00～18：00

8：30～16：30

【その他】 日曜・祝日・12/29～1/3

・園庭開放・施設見学
・子育て相談(連携施設の子育て支援センター)

※詳しくは園にお問い合わせください。

19:00 保育終了

【子育て支援】 【受入の状況】

生後３か月から

降園準備　順次降園

障害児保育 あり：要相談 18:00 延長保育

休日保育 なし 栄養士・調理員 ※ 16:00

起床・排泄・着衣

一時預かり なし 子育て支援員 1 15:00 おやつ・歯磨き・自由遊び

延長保育 18：00～19：00/1回300円 保育士 5 14:40

職員 人数 排泄・脱衣

【利用可能なサービス】 園長 1 12:40 午睡

11:50

認可年月日 H31.4.1 11:00 給食

あり あり 【職員数】R４.4.1現在 昼寝準備・乾布摩擦（沐浴）

同年齢保育及び縦割り保育

ＨＰアドレス https://www.matsubokkuri.info/ 合計 12 10:40 給食準備・排泄・手洗い

４７－６２３０ ４７－６２３３ ２歳児 5 10:00

自由遊び

住所 坂口町373-10 １歳児 4 9:00 排泄・手洗い・おやつ

園長 田添　清佳 ０歳児 3 8:00

【施設の概要】 【認可定員数】R４.4.1現在 【園の1日】

設置・運営 社会福祉法人 植松保育園 年齢 人数 7:00 順次登園・視診

４月：★入園式

５月：こどもの日の集い

★保育参観

６月：ミニ・コンサート

７月：★夏祭り・プール遊び

９月：★運動会・遠足

１０月：お店屋さんごっこ

芋掘り

１２月：★発表会・もちつき

１月：★ロードレース

２月：豆まき

３月：★卒園式

小規模保育園 ど ん ぐ り

★は親子で参加して

いただく行事です。

愛情豊かに、健やかに、

一人一人の可能性と生きる力の基礎作り

木のぬくもりが感じられる園舎で、小規模

ならではのアットホームな関わりと、隣接す

る植松保育園との交流で様々な行事や大勢で

しか味わえない経験など、愛情と感性豊かな

保育で子どもの成長を育みます。

https://www.matsubokkuri.info/


　　園の特色・ＰＲ

写 真

※かめりあ三城保育園と同施設にあります。

ＴＥＬ ＦＡＸ

園庭 駐車場

【年間の主な行事】

※かめりあ天空の森保育園と連携しています。

受入年齢

標準時間

あり 短時間

休園日

50

おむつ 紙おむつ・園にて処分 かめりあ天空の森保育園

保護者会 なし

日曜・祝日・12/29～1/3

【連携施設】

給食費 保育料に含まれます かめりあこども園

※アレルギーは園で対応が異なるため
ご相談をお願いします。

給食 園内調理 あり 7：30～18：30

アレルギー対応 卵・乳・小麦 8：30～16：30

【子育て支援】

なし 【受入の状況】

生後３か月から

【その他】 【保育時間】

休日保育 なし 看護師 1

障害児保育 あり：要相談 栄養士・調理員 ※

保育終了

一時預かり なし 子育て支援員 2

延長保育 なし 保育士 8 18:30

職員 人数 16:00 自由遊び

【利用可能なサービス】 園長 1 随時降園

認可年月日 R3.4.1（設立：H31.1.1） 13:00 午睡

なし（屋上砂場あり） あり 【職員数】R４.4.1現在 15:10 おやつ

クラス別保育

ＨＰアドレス
https://camelliaswc.or.jp/office/sanjyou

-hoikuen/ 合計 12 11:30 給食

４７－５４９０ ４７－６３１０ ２歳児 5

自由遊び

住所 東三城町１１－４（3階） １歳児 4 9:00 おやつ

園長 鶴田　友理子 ０歳児 3

【施設の概要】 【認可定員数】R４.4.1現在 【園の1日】

設置・運営 社会福祉法人 カメリア 年齢 人数 7:30 随時登園

４月：入園進級お祝い会

５月：こどもの日お祝い会

６月：★給食保育参観

７月：七夕会

プール開き

１０月：秋の遠足

１２月：★クリスマス保育参観

２月：節分会（豆まき）

３月：★ひな祭り会

お別れ遠足

★卒園式（２歳児のみ）

小規模保育園 か め り あ 三 城 第 二 保 育 園

★は親子で参加

していただく行事

です。

家庭的な雰囲気の中で、一人ひとり

の生活リズムを大切にしながら、子ど

もたちの健やかな成長を見守ります。

毎日お散歩に出かけ、春夏秋冬の季節

を存分に楽しんでいます。

https://camelliaswc.or.jp/office/sanjyou-hoikuen/
https://camelliaswc.or.jp/office/sanjyou-hoikuen/


　　園の特色・ＰＲ

写 真

※かめりあこども園、かめりあ保育園に隣接しています。

ＴＥＬ ＦＡＸ

園庭 駐車場

※かめりあこども園と連携しています。 【年間の主な行事】

受入年齢

あり 標準時間

短時間

休園日

51

保護者会 なし

※アレルギーは園で対応が異なるため
ご相談をお願いします。

給食費 保育料に含まれます 【連携施設】

おむつ 紙おむつ・園にて処分 かめりあこども園

アレルギー対応 卵・乳・小麦 7：30～18：30

8：30～16：30

日曜・祝日・12/29～1/3

【その他】 生後３か月から

給食 園内調理 あり 【保育時間】

事務員 1

【子育て支援】

なし

【受入の状況】

随時降園

障害児保育 あり：要相談 看護師 1 18:30 保育終了

休日保育 なし 栄養士・調理員 ※

室内遊び

一時預かり なし 子育て支援員 2 16:00 視診・検温

延長保育 なし 保育士 6

職員 人数 15:00 起床

【利用可能なサービス】 園長 1 おやつ

認可年月日 R.3.4.1 11:20 1・2歳児給食

あり(連携施設) あり 【職員数】R４.4.1現在 午睡

月齢に応じた遊び・散歩

ＨＰアドレス https://camelliaswc.or.jp/ 合計 12 11:00 0歳児離乳食

５５－８３２１ ５５－８５００ ２歳児 5

視診・検温

住所 富の原２丁目４０８－１ １歳児 4 9:30 おやつ

園長 髙原　郁美 ０歳児 3

【施設の概要】 【認可定員数】R４.4.1現在 【園の1日】

設置・運営 社会福祉法人 カメリア 年齢 人数 7:30 随時登園

4月：入園・対面式

5月：子どもの日お祝い会

6月：親子レクレーション

7月：七夕会

10月：遠足

２月：節分会（豆まき）

3月：ひな祭り会・お別れ遠足

修了式・卒園式（２歳児のみ）

小規模保育園 か め り あ 第 二 保 育 園

一人一人に目を向け子ども達の気

持ちや興味に寄り添う保育を行いま

す。家庭のような和やかな雰囲気の

中でゆっくりと過ごし、スキンシッ

プを通したコミュニケーションを大

切に日々の感動を共有します。

★親子で参加し

ていただく行事

もあります。

https://camelliaswc.or.jp/


　　園の特色・ＰＲ

写 真

※かめりあ天空の森保育園と同施設にあります。

ＴＥＬ ＦＡＸ

園庭 駐車場

※かめりあ天空の森保育園と連携しています。 【年間の主な行事】

受入年齢

あり 標準時間

短時間

休園日

52

保護者会 なし

※アレルギーは園で対応が異なるため
ご相談をお願いします。

給食費 保育料に含まれます 【連携施設】

おむつ 紙おむつ・園にて処分 かめりあ天空の森保育園

アレルギー対応 卵・乳・小麦 7：30～18：30

8：30～16：30

日曜・祝日・12/29～1/3

【その他】 生後57日から

給食 園内調理 あり 【保育時間】

事務員 1

【子育て支援】

なし

【受入の状況】

随時降園

障害児保育 あり：要相談 栄養士・調理員 ※ 18:30 保育終了

休日保育 なし 看護師 1

室内遊び

一時預かり なし 子育て支援員 1 16:00 視診・検温

延長保育 なし 保育士 8

職員 人数 15:00 起床

【利用可能なサービス】 園長 1 おやつ

認可年月日 R3.4.1 11:20 1・2歳児昼食

あり(連携施設) あり 【職員数】R４.4.1現在 午睡

月齢に応じた遊び・散歩

ＨＰアドレス https://camelliaswc.or.jp 合計 12 11:00 0歳児離乳食

４６－５２８２ ４６－５２２８ ２歳児 5

視診・検温

住所 上諏訪町１０９９－１ １歳児 4 9:30 おやつ

園長 岩永　なぎさ ０歳児 3

【施設の概要】 【認可定員数】R４.4.1現在 【園の1日】

設置・運営 社会福祉法人 カメリア 年齢 人数 7:30 随時登園

4月：入園お祝い会

5月：子どもの日お祝い会

6月：保育参観

7月：七夕会

10月：遠足

２月：節分会・保育参観

3月：ひな祭り会・お別れ遠足

修了式・卒園式

（２歳児のみ）

小規模保育園 か め り あ 上 諏 訪 保 育 園

2021年４月に開園。家庭的な雰囲気の

中で、一人ひとりの生活リズムを大切にし

ながら、子どもたちの健やかな成長を見守

ります。

当園は大村市を一望できる立地を生かし

た園舎です。豊かな自然に囲まれ、四季の

移り変わりを感じたり、自然豊かな環境を

活かし自然体験を活用した教育・保育を

提供します。

★親子で参加し

ていただく行事

もあります。

https://camelliaswc.or.jp/


企業主導型保育事業

※企業主導型保育事業とは？

市の認可保育施設と異なり、仕事と子育ての両立を目

指す企業が、単独または共同で設置し、従業員の子ど

ものほか、地域において保育を必要とする子どもを保

育する施設です。

都道府県への届け出で開設されており、都道府県では

児童福祉法に基づき適正な保育内容や保育環境が確保

されているか調査を行っています。



写真

★詳しくは直接園にお問い合わせください。

写真

※②

利用料金
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　★詳しくは直接園にお問い合わせください。
※②3歳児からの料金は無償化対象外の場合です。料金と
は別に給食費が月額6,000円かかります。

4歳児以上　　24,000　　円/月

※①たけまつ保育園で調理しています。

給食

利用料金

     0歳児  37,100 円/月

1，2歳児  37,000 円/月

給食

ＨＰアドレス
http://www.tanpopoen.net/nursery_school/ooka

wata_kids/ 1，2歳児　　38,000　　円/月

開所年月日 H30.4.1 3歳児　　　　30,000　　円/月

ＴＥＬ ５６－８１３７ アレルギー対応 あり

開所時間 ７：０0～１８：０0 0歳児　　　　40,000　　円/月

【給食・利用料】

住所 大川田町423-2 園内調理 ※①外部搬入

ＨＰアドレス ー

開所年月日 H29.4.1

【施設の概要】

ＴＥＬ ５６－８８１２ アレルギー対応 ―

開所時間 ７：３0～１８：３0

【施設の概要】 【給食・利用料】

住所 東三城町４４ 園内調理 あり

企業主導型 みなみの保育園

園の特色・ＰＲ

とても小さい小さい保育園ですが、

家庭と同じように穏やかに子どもた

ちの成長を見守っていきたいと願っ

ています。小さな出来事、小さな喜

びをともに感じながら日々を過ごし

ています。

企業主導型 大川田キッズ保育園

園の特色・ＰＲ

当園は、人、地域、未来につながる保育園を

目指し、家庭的な雰囲気の中で０～５歳の子ど

もたちがあかるく・げんきに・のびのびと過ご

しています。日頃より連携施設との交流も行っ

ています。

インスタグラムで園の様子を公開しています。



写真

★詳しくは直接園にお問い合わせください。

写真

 ★詳しくは直接園にお問い合わせください。
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4歳児以上　　―　　円/月

給食

利用料金

給食

利用料金
ＨＰアドレス http://hoshinooka-h.jp/ 1，2歳児　　―　　円/月

開所年月日 R1.10.1 3歳児　　　　―　　円/月

ＴＥＬ ５６－８８７６ アレルギー対応 卵・乳・小麦・ゴマ・ナッツ類　等

開所時間 ７：００～２０：００ 0歳児　　　　―　　円/月

第２子以降は半額

【施設の概要】 【給食・利用料】

住所 向木場町1263-1 園内調理 あり

ＨＰアドレス https://www.juyoukai.com/nursery/ 3・4・5歳児　保育料無償化

開所年月日 R1.10.1 3・4・5歳児　給食費実費8,000円/月

ＴＥＬ 46-6001 アレルギー対応 卵・牛乳

開所時間 7:00～19:00 0・1・2歳児 30,000 円/月(含給食費)

【施設の概要】 【給食・利用料】

住所 小路口町294-1 園内調理 あり

企業主導型 おろぐち保育園

園の特色・ＰＲ

＜保育理念＞～Familial～

我々は子ども達を家族と捉え、共に喜べる

温かい保育園を目指す。

＜保育方針＞

○保護者の気持ちに寄り添いながら、家族と

連携を密にし子供の成長を共に喜びあう。

○現在を『良く生き』『より望ましい幸せな

未来』を作り出す力の基盤を培う。

企業主導型 星のおか保育園

園の特色・ＰＲ

当園では、「自分らしく輝き、道徳

心と生き抜く力を身につけること」

を保育理念に掲げております。

http://hoshinooka-h.jp/
https://www.juyoukai.com/nursery/


写真

 ★詳しくは直接園にお問い合わせください。
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企業枠  27,000円/月
ＨＰアドレス https://plt-hoiku.space

開所年月日 R4.3.31

給食

利用料金

住所 給食

利用料金開所時間
月〜土　7:00～20:00
日・祝　8:00～17:00

（おおしま薬局となり） アレルギー対応 あり

ＴＥＬ ０７０－１２５５－６３７１
地域枠　37,000円/月

  4歳児以上 23,000円/月

【施設の概要】 【給食・利用料】

富の原2丁目２１５－１ 園内調理 あり

ＨＰアドレス https://www.izuminosato.jp/about_us/facility_4/ 　1.2歳児　37,000円/月

開所年月日 R2.5.1   　 3歳児　26,500円/月

ＴＥＬ ５２－５１５０ アレルギー対応 あり

開所時間 7:00～18:00（延長保育有） 　　0歳児　37,000円/月

【施設の概要】 【給食・利用料】

住所 本町３８７－１ 園内調理 あり

企業主導型 泉の里保育園

園の特色・ＰＲ

当園は、広い保育スペースや屋

内遊技場で、経験豊かなスタッフが

子どもたちの成長に合わせた保育を

行っています。毎週外国人の先生を

お招きし、英語教室を行っています。

また、３歳児以上は、月に２回水泳

教室も実施しています。

企業主導型 ぱれっと保育園

園の特色・ＰＲ

令和4年に開園した0〜2歳児の保育園です。

12名定員の小規模保育で子どもたちの日

常を大切にしながら「見守る保育」を行い

ます。

働くお父さんお母さんの力になるため、

「手ぶら登園」を目指し、できる限り負担

を減らします。病児対応型保育園でもあり、

看護師も常駐しておりますので安心して預

けることができます。

https://plt-hoiku.space/


幼稚園

※幼稚園とは？

3～５歳の子どもの教育を行う施設です。幼稚園教育要

領に基づいた教育計画で、年齢に応じた活動を行います。

※当市には公立幼稚園が３園、私学校振興助成法に基づ

き運営を行う施設（私立幼稚園）が３園あります。私立

幼稚園では夕方までの預かり保育を実施しています。

※入園を希望する場合は各園へ直接お申込みください。



園名

住所

ＴＥＬ

　※園舎写真添付

  ★詳しくは直接園にお問い合わせください。
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昼食

開園時間

利用料金 １食340円　月払いＨＰアドレス info@n-seibi.jp

開園年月日 S36.4.1

開園時間

教育時間 ９:30～14:00 アレルギー対応 あり

預かり保育時間 14:30～18:00

住所 水主町２丁目６０９－７ 給食日 火・木・金

ＴＥＬ ０９５７－５２ー２４７３ お弁当 月・水

預かり保育時間 実施なし

昼食 大村市学校給食センターの給食

【施設の概要】 【給食・利用料】

５２－２５４９ ５２－４５０２ ５５－８７４１

【開園時間・昼食】全園共通

教育時間 9:00～14:00

【施設の概要】

大村幼稚園 西大村幼稚園 福重幼稚園

玖島１丁目６１ 乾馬場４８６ 福重町３２６－１

公 立 幼 稚 園

大村市の公立幼稚園
について

当市の公立幼稚園は、令和

４年度以降、順次閉園の予定

となっております。

詳しくは園、またはこども

センターへお問い合わせくだ

さい。(５４－９１００)

長 崎 星 美 幼 稚 園

園の特色・ＰＲ

教育目標：きれいなこころ

あかるいこども

子どもたちの一日は、小さな手を合わせる

ことから始まります。そして広い園庭で

保育者や友だちと遊び、触れ合いながら

一人ひとりが大切で愛されている存在で

あることを肌で感じ取っていく幼稚園です。

mailto:info@n-seibi.jp


　※園舎写真添付

  ★詳しくは直接園にお問い合わせください。
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利用料金 詳細は幼稚園にお尋ねください。

昼食

開園時間

利用料金
年少３５０円

年中・年長３７０円

預かり保育時間 14:00～18:00

ＨＰアドレス https://www.m-caritas.jp/omuraseibo/

開園年月日 S37.4.1

開園時間

ＴＥＬ ０９５７－５２－２０４８ 持参日 火・木

教育時間 9:00～14:00 アレルギー対応 あり

昼食

【施設の概要】 【給食・利用料】

住所 植松２丁目７２２－１ 弁当給食日 月・水・金

預かり保育時間 14:30～18:00

ＨＰアドレス https://koyo-youchien.com/

開園年月日 S25.3

ＴＥＬ ０９５７－５３－６２６２ 持参日 水・金

教育時間 10:00～14:00 アレルギー対応 あり

【施設の概要】 【給食・利用料】

住所 西三城町１６ 弁当給食日 月・火・木

向 陽 幼 稚 園

園の特色・ＰＲ

大村では最も古い伝統を持つ幼稚園です。

本園の教育スローガンである「明るく

（知育）・なかよく（徳育）・元気よく

（体育）」の３つの言葉を大切にしなが

ら、教育目標・指導方針などを定め、子

どもたちの「幸せに生きる力」を保護者

の方と共に育みます。

向陽幼稚園の

ＨＰはこちらから

大 村 聖 母 幼 稚 園

園の特色・ＰＲ

「太陽のように明るい子

お花のようにきれいな心

いつも笑顔でごあいさつ」

ドンボスコ教育法とモンテッソーリ教

育を取り入れ、一人ひとりの存在を大切

にし、自発的に伸び伸びと遊び学びなが

ら、心身の健康を養い、自立心と思いや

りの心を育みます。

https://www.m-caritas.jp/omuraseibo/
https://koyo-youchien.com/


※①、※②、※③、※④はそれぞれ同

一の建物にあります。

第２期おおむら子ども・子育て支援プ

ランによる圏域イメージ設定をもとに、

地区表記をしています。

 大村市 教育・保育施設マップ
　　　　　　　　（Ｒ４.４.１現在）

５8

長崎星美

向陽

大村聖母

大村

西大村

福重

 北地区
 中地区  南地区

松原リトルフォレスト

福重みょうせんじ

フォルテ

昊 天 宮

たんぽぽ

かめりあこども

かめりあ※③

かめりあ第二※③

たけまつ

とみのはら

どんぐり※①

まつぼっくり※①

たけまつちっち

つぼみのおうち

植 松

大川田キッズ

ぱれっと

おろぐち

わかば

キッズランド

このみ

くじら

キッズホーム

さくら

放虎原

桜馬場
いるか

ふるまち

三 城

いけだ

諏 訪

みなみの

萱 瀬

かしのき

ぷれり恵光

かめりあ天空の森※④

かめりあ上諏訪※④

エミー

マーナ

わんぱくはうす

常 盤

ひまわり

ゆりかご

千木の森やまびこ

ちぎのもり
星のおか

泉の里

かたまち

新 城

すこやか かめりあ三城※②

かめりあ三城第二※②

おひさま

久 原

すずた

三 浦

サラナ

    認可保育所（園）

    　認定こども園

　地域型保育事業

　　　幼稚園

　　 認可外保育施設


