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保育所所在地

電話

延長保育

対象児童

延長保育料 ３０分につき月額１，０００円

副食費　４，５００円（３歳児クラスより）

主食提供なし　持参していただきます（３歳児クラスより）

7時半 8時半 16時半 18時半

延長 延長

①丈夫でしっかりとした体をつくる

②ともだちと仲よく遊ぶ

③必要なことばを正しく使える

④創造力を育てる

⑤自分のことは自分でできる

⑥考える力・判断力を育てる

７：３０～　 延長保育（短時間） ７：３０～　 延長保育（短時間）

健康診断（内科・歯科） 合同保育 合同保育

クラス参観・わくわく参観日 ８：３０～　 視診・検温 ８：３０～ 視診

七夕祭り・クリスマス会 クラス別保育 クラス別保育

運動会 １０：００～　おやつ 　　※２歳児のみ１０時のおやつ

お好み焼き会（年長組） １０：２０～　保育

世代間交流 １１：２０～　昼食 １１：３０～ 昼食

ホットケーキパーティー（年長組） １２：００～　あそび １２：３０～ あそび

修了式（年長組） １３：００～　お昼寝 １３：３０～ お昼寝

ジャガイモ・サツマイモ収穫体験 １５：００～　おやつ １５：００～ おやつ

その他（毎月） １６：００～　自由遊び、順次降園 １６：００～ 自由遊び、順次降園

お誕生会 １６：３０～　延長保育（短時間） １６：３０～ 延長保育（短時間）

避難訓練

秩父屋台囃子(年長組)

その他

永田町９－２２

２２－１８０５

保育短時間

保育標準時間

一日の保育の流れ

０・１歳児 ２～５歳児

親子遠足

個人使用の道具など別途費用がかかることがあります。

永田保育所（公立）

受入れ可能年齢 生後８ヶ月から

7:30～8:30及び16:30～18:30が延長保育時間です。短時間認定のお子さんが対象です。
（下図参照）

給食費

開所時間
【月曜～土曜】

保育目標

主な年間行事

保育内容の
特色

- 1 -



保育所所在地

電話

延長保育

対象児童

延長保育料 ３０分につき月額１，０００円

副食費　４，５００円（３歳児クラスより）

主食提供なし　持参していただきます（３歳児クラスより）

7時 7時半 8時半 16時半 18時半 19時

延長 延長

①丈夫でしっかりとした体をつくる

②ともだちと仲よく遊ぶ

③必要なことばを豊かに正しく使える

④創造力を育てる

⑤自分のことは自分でできる

⑥考える力・判断力を育てる

７：００～　延長保育 ７：００～　延長保育

健康診断（内科・歯科） ７：３０～　延長保育（短時間） ７：３０～　延長保育（短時間）

クラス参観・わくわく参観日 合同保育 合同保育

運動会 ８：３０～ 視診・検温 ８：３０～ 視診

クリスマス会 クラス別保育 クラス別保育

お好み焼き会（年長組） ※１０時のおやつ 　　※２歳児のみ１０時のおやつ

豆まき １１：２０～ 昼食 １１：３０～ 昼食

ホットケーキパーティー（年長組） １２：００～ あそび １２：３０～ あそび

修了式（年長組） １３：００～ お昼寝 １３：３０～ お昼寝

１５：００～ おやつ １５：００～ おやつ

１６：００～ 自由遊び、順次降園 １６：００～ 自由遊び、順次降園

その他（毎月） １６：３０～ 延長保育（短時間） １６：３０～ 延長保育（短時間）

お誕生会 １８：３０～ 延長保育 １８：３０～ 延長保育

避難訓練

秩父屋台囃子(年長組)

その他

上町３－２１－９

２２－２２１７

保育短時間

保育標準時間

一日の保育の流れ

０・１歳児 ２～５歳児

親子遠足

プールあそび・水あそび（夏季）

芋掘り（じゃがいも・さつまいも）

個人使用の道具など別途費用がかかることがあります。

花の木保育所（公立）

受入れ可能年齢 生後８ヶ月から

7:00～8:30及び16:30～19:00が延長保育時間です。短時間認定のお子さんが対象です。
7:00～7:30及び18:30～19:00が延長保育時間です。標準時間認定のお子さんが対象です。
（下図参照）

給食費

開所時間
【月曜～土曜】

延長 延長

保育目標

主な年間行事

保育内容の
特色
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２２－１８０６（日野田保育所）

延長保育

対象児童

延長保育料 ３０分につき月額１，０００円

副食費　４，５００円（３歳児クラスより）

主食提供なし　持参していただきます（３歳児クラスより）

7時半 8時半 16時半 18時半

延長 延長

7時半 8時半 12時半

延長

①丈夫でしっかりとした体をつくる

②ともだちと仲よく遊ぶ

③必要なことばを豊かに正しく使える

④創造力を育てる

⑤自分のことは自分でできる

⑥考える力・判断力を育てる

７：３０～　 延長保育（短時間） ７：３０～　 延長保育（短時間）

健康診断（内科・歯科） 合同保育

クラス参観・わくわく参観日 ８：３０～ 視診・検温 ８：３０～ 視診

七夕・クリスマス会 クラス別保育 クラス別保育

　※２歳児のみ１０時のおやつ

１１：２０～ 昼食 １１：３０～ 昼食

１３：００～ お昼寝 １３：３０～ お昼寝

１５：００～ おやつ １５：００～ おやつ

１６：００～ １６：００～

１６：３０～ １６：３０～

秩父屋台囃子（年長組）

その他

日野田町１－９－２７（日野田保育所）

下影森１０８１（影森保育所）

２２－１５４４（影森保育所）

保育短時間

保育標準時間

保育短時間

保育標準時間

一日の保育の流れ

０・１歳児 ２～５歳児

親子遠足

合同保育

運動会 ※１０時のおやつ

お好み焼き会（年長組）

豆まき

ホットケーキパーティー（年長組）

修了式（年長組） 自由遊び、順次降園 自由遊び、順次降園

ジャガイモ・さつまいも収穫体験 延長保育（短時間） 延長保育（短時間）

その他（毎月）　 お誕生会・避難訓練

・個人使用の道具など別途費用がかかることがあります。
・日野田保育所は、令和6年度に大規模改修工事を実施予定です。
・影森保育所は、令和７年３月末に日野田保育所と統合予定です。

日野田保育所・影森保育所（公立）

保育所所在地

受入れ可能年齢 生後８ヶ月から

電話

7:30～8:30及び16:30～18:30が延長保育時間です。短時間認定のお子さんが対象です。
（下図参照）

給食費

開所時間
【月曜～金曜】

【土曜】

保育目標

主な年間行事

保育内容の
特色
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延長保育

対象児童

延長保育料 ３０分につき150円

副食費　４，８００円（３歳児クラスより）

主食提供なし　持参していただきます（３歳児クラスより）

7時半 8時半 16時半 18時半 19時

延長 延長

7時半 8時半 12時半

延長

①たくましい子

②思いやりのある子

③集中力のある子

④何事にも一生懸命取り組み感動できる子

⑤友達と仲良く遊ぶ子

⑥ありがとうと感謝できる子

７：３０～ 延長保育（短時間） ７：３０～ 延長保育（短時間）

児童内科検診 ４月・１０月 合同保育 合同保育

歯科検診 ６月 ８：３０～ 視診 ８：３０～ 視診

じゃがいも掘り・（年長） クラス別保育 クラス別保育

年長クッキング保育（カレー作り ９：３０～ 手洗い・うがい・おやつ９：１０～ マラソン・体操

豚汁作り・お好み焼き） １０：００～ あそび １１：３０～ 手洗い・うがい

七夕まつり １１：１５～ 手洗い・昼食・歯磨き 昼食・歯磨き

１２：３０～ お昼寝 １３：００～ お昼寝

運動会・遠足・お遊戯会 １４：５０ 起床 １４：５０～ 起床

１５：００～ 手洗い・おやつ・歯磨き １５：００～ 手洗い・うがいおやつ・歯磨き

その他（毎月） １６：００～ 自由遊び、順次降園 １６：００～ 自由遊び、順次降園

お誕生日会・避難訓練・身体測定 １６：３０～ 延長保育（短時間） １６：３０～ 延長保育（短時間）

その他

保育短時間

保育標準時間

保育短時間

保育標準時間

一日の保育の流れ

０・１・２歳児 ３～５歳児

入園式

野菜の苗植え・チューリップ球根植え

卒園式

個人使用の道具など別途費用がかかることがあります。

山田保育園（私立）

保育所所在地 山田１４０４－１

受入れ可能年齢 生後６ヶ月から

電話 ２３－１３９６

８ヶ月より

給食費

開所時間
【月曜～金曜】

延長

【土曜】

保育目標

主な年間行事

保育内容の
特色
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所 在 地

電 話

延 長 保 育
対 象 児 童

延長保育料 30分につき 日額１００円

副食費 4,500円 + 主食費 1,000円 （３歳児クラスより）

7:30 8:30 16:30 18:30

延長 延長

7:30 8:30 16:30 17:30

延長 延長

子どもたちは日本の “かなめ" 心を育んでいきます。

・やさしい心

・自立の心

・発意の心

内科 ・ 歯科検診 7:30~ 7:30~

運動会 ・ お遊戯会 ・ 遠足

節分 ・ 七夕祭り 8:30~ 8:30~

流しそうめん・スイカ割り クラス別保育 視診・検温

夏祭り 視診・検温 9:00~ クラス別保育

ハロウィン ・ クリスマス会 あそび・おやつ 朝の会・あそび

いちご狩り 11:20~ 昼食 11:30~ 昼食

12:00~ あそび あそび

12:30~ お昼寝 13:00~ お昼寝準備/お昼寝

15:30~ おやつ・お帰りの会 15:30~ おやつ・お帰りの会

毎 月 16:30 短時間保育 16:30 短時間保育

18:30 標準時間保育 18:30 標準時間保育

そ の 他

大畑町 ５－４

２３－２０２２

保育短時間

保育標準時間

保育短時間

保育標準時間

一日の保育の流れ

0・1歳児 ２～５歳児

標準時間保育 標準時間保育

合同保育 合同保育

短時間保育 短時間保育

卒園式

身体測定 ・ 避難訓練

お誕生会 ・ お弁当の日

個人使用の道具など、別途費用があります。

 秩父かなめ保育園(私立)

受入れ可能年齢 生後 ５７日から

あり（短時間認定のみ）

給 食 費

開 所 時 間
【 月 曜 ～ 金
曜 】

【 土 曜 】

保 育 目 標

主な年間行事

保 育 内 容
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保育所所在地

電話

延長保育

対象児童

延長保育料 ３０分につき月額１，０００円（短時間認定のみ）

副食費　４，５００円（３歳児クラスより）

主食提供なし　持参していただきます（３歳児クラスより）

7時半 8時半 16時半 18時半

延長 延長

※土曜日は7：30～17：30まで（短時間認定は月～金と同一時間です）

①健康で、丈夫な子ども

②仲良く遊べる子ども

③思いやりのある優しい子ども

７：３０～　 標準時間保育 ７：３０～ 標準時間保育

健康診断（内科・歯科） 延長保育（短時間） 延長保育（短時間）

運動会 合同保育 合同保育

作品展 ８：３０～ 視診・検温 ８：３０～ 視診・検温

バザー クラス別保育 クラス別保育

クリスマス会 １０：００～ おやつ １０：００～ 水分補給

バス遠足 １０：２０～ あそび・せいさく １０：１５～ あそび・せいさく

１１：２０～ 昼食 １１：４０～ 昼食

１２：００～ １２：１５～

卒園式 １３：００～ お昼寝 １３：００～ お昼寝

１５：００～ おやつ １５：００～ おやつ

その他（毎月） １６：００～ 自由遊び、順次降園 １６：００～ 自由遊び、順次降園

お誕生会　身体測定 １６：３０～ 延長保育（短時間） １６：３０～ 延長保育（短時間）

消火・地震避難訓練 ～１８：３０ 標準時間保育 ～１８：３０ 標準時間保育

その他

金室町１１－４

２４－３３４７

保育短時間

保育標準時間

一日の保育の流れ

０・１歳児 ２～５歳児

親子遠足

お別れお食事会

おゆうぎ会 昼寝準備・絵本読み聞かせ 昼寝準備・絵本読み聞かせ

個人使用の道具など別途費用がかかることがあります。

秩父若葉保育園（私立）

受入れ可能年齢 生後５７日～

延長保育、土曜保育ともに、離乳完了後から受付

給食費

開所時間
【月曜～金曜】
【土曜日】

保育目標

主な年間行事

保育内容の
特色
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保育所所在地

電話

延長保育

対象児童

延長保育料 ３０分につき日額３００円

副食費　４，５００円（３歳児クラスより）

主食費　３，０００円（３歳児クラスより）

7時半 8時半 16時半 18時半 19時

延長 延長

7時半 8時半 13時半

延長

①自ら意欲的に活動できる子

②自然や仲間と関わり共感できる子

③自分の思いや意思を言葉や身体で表現できる子

④豊かな芸術、文化に触れ活動できる子

⑤自由でしなやか、自らの身体の主人公になれる子

４月　新入園児歓迎会（父母会との共催） ７：３０～　 ７：３０～　

５月　親子バス遠足 ８：３０～　 ８：３０～　

６月／１月　園児検診（内科・歯科）

６月／２月　保育参観日

７月　年長児川遊び

８月　納涼祭 １１：３０～

９月　敬老参観日 １１：００～ １２：４５～

１０月　運動会 １２：００～ １３：３０～

１１月　４・５歳児多摩動物園へ １５：００～ １５：００～

１２月　クリスマス会　餅つき大会 １６：００～ １５：３０～

１月　年長児そり遊び（赤城山へ） １６：３０～ １６：３０～

２月　４・５歳児宝登山へ（南アルプスコース） １６：３０～ １６：３０～

３月　年長児卒園旅行・卒園式 １７：００～ １７：００～

年２回　クラス別懇談会 １８：３０～ １８：３０～

その他

黒谷１１６３－１

０４９４－２４－４４５５

保育短時間

保育標準時間

保育短時間

保育標準時間

一日の保育の流れ

０・１歳児 ２～５歳児

合同保育 合同保育

クラス別保育 クラス別保育

マッサージ 雑巾がけ　ロールマット

あかちゃん体操 砂遊び　散歩

クラスでのあそび リズム運動

リズム運動 昼食

午前食 クラスごとの読み聞かせ

お昼寝 お昼寝

午後食 おやつ

クラスごとのあそび 自由・集団遊び

順次降園 順次降園

延長保育（短時間） 延長保育（短時間）

合同保育 合同保育

延長保育 延長保育

父母の会活動も活発です。（子どもを真ん中に、園と父母・父母同士の交流）

くわの実保育園（私立）

受入れ可能年齢 生後５７日から

園との相談によりご対応させて頂きます

給食費

開所時間
【月曜～金曜】

延長

【土曜】

目指す子ども像

主な年間行事

保育内容の
特色
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保育所所在地

電話

延長保育

対象児童

延長保育料 ３０分につき１００円

副食費　月額５，３００円（３歳児クラスより　 令和５年度より標記の金額に改定予定）

主食費　月額１，０００円（３歳児クラスより）

7時 8時半 16時半 １８時 18時半

　　　　　　　　　　　 保育標準時間 延長

7時半 8時半 １６時半 １８時

延長

教育の開発専念し、豊かな環境の中でよりよい子どもたちを育てます

一　自立心のある子

一　ハイ、ありがとう、ごめんなさいがいえる子

一　よいこと、わるいことがはっきりわかる子

一　感性豊かな子

７：００～ 延長保育（短時間） ７：００～ 延長保育（短時間）

健康診断（内科・歯科） 合同保育 合同保育／ホール内あそび

保育参観、ママ・パパ保育士体験 ホール内あそび ８：３０～ 外遊び

七夕さま、運動会 ９：００～ 視診・検温 ９：００～ 視診

ハロウィーンパーティー、節分豆まき クラス別保育 クラス別保育

芋ほり、おわかれ会、おわかれ遠足 あそび／設定保育 あそび／設定保育

ホットケーキ作りに挑戦（年長組） １１：００～ 昼食準備／昼食

移動動物園／消防署見学 １２：００～ 室内あそび １１：３０～ 昼食準備／昼食

１２：３０～ お昼寝準備／お昼寝 １３：００～ お昼寝準備／お昼寝

その他 １５：００～ おやつ １５：００～ おやつ

体操教室(週１回）／英語教室（隔週） １５：３０～ お帰りの会 １５：３０～ お帰りの会

バスに乗って園外保育（不定期） １６：００～ 自由遊び、順次降園 １６：００～ 自由遊び、順次降園

お誕生会（月1回）／避難訓練（月1回） １６：３０～ 延長保育（短時間） １６：３０～ 延長保育（短時間）

１８：００～ 延長保育 １８：００～ 延長保育

１８：３０

その他

山田７１２－１

２６－６６２２

延長 保育短時間 延長

保育短時間 延長

　　　　　　　　　 保育標準時間

一日の保育の流れ

０・１歳児 ２～５歳児

親子遠足

卒園式（年長組）

１８：３０

個人使用の道具など別途費用がかかることがあります。

風の森保育園（私立）

受入れ可能年齢 生後５７日から

あり、全園児対象

給食費

開所時間
【月曜～金曜】

【土曜】

保育目標

主な年間行事

保育内容の
特色
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保育所所在地

電話

延長保育

対象児童

延長保育料 ３０分につき１００円

副食費　月額５，３００円（３歳児クラスより　 令和５年度より標記の金額に改定予定）

主食費　月額１，０００円（３歳児クラスより）

7時 8時半 16時半 １８時 18時半

　　　　　　　　　　　 保育標準時間 延長

7時半 8時半 １６時半 １８時

延長

教育の開発専念し、豊かな環境の中でよりよい子どもたちを育てます

一　自立心のある子

一　ハイ、ありがとう、ごめんなさいがいえる子

一　よいこと、わるいことがはっきりわかる子

一　感性豊かな子

７：００～ 延長保育（短時間） ７：００～ 延長保育（短時間）

健康診断（内科・歯科） 合同保育 合同保育／ホール内あそび

保育参観、ママ・パパ保育士体験 ホール内あそび ８：３０～ 外遊び

マスつかみに挑戦、七夕さま、運動会 ９：００～ 視診・検温 ９：００～ 視診

ハロウィーンパーティー、節分豆まき クラス別保育 クラス別保育

芋ほり、おわかれ会、おわかれ遠足 あそび／設定保育 あそび／設定保育

ホットケーキ作りに挑戦（年長組） １１：００～ 昼食準備／昼食

移動動物園／消防署見学 １２：００～ 室内あそび １１：３０～ 昼食準備／昼食

１２：３０～ お昼寝準備／お昼寝 １３：００～ お昼寝準備／お昼寝

その他 １５：００～ おやつ １５：００～ おやつ

体操教室(週１回）／英語教室（隔週） １５：３０～ お帰りの会 １５：３０～ お帰りの会

バスに乗って園外保育（不定期） １６：００～ 自由遊び、順次降園 １６：００～ 自由遊び、順次降園

お誕生会（月１回）／避難訓練（月１回） １６：３０～ 延長保育（短時間） １６：３０～ 延長保育（短時間）

１８：００～ 延長保育 １８：００～ 延長保育

１８：３０

その他

大野原３０５２－２

２６－７８４０

延長 保育短時間 延長

保育短時間 延長

　　　　　　　　　 保育標準時間

一日の保育の流れ

０・１歳児 ２～５歳児

親子遠足

卒園式（年長組）

１８：３０

個人使用の道具など別途費用がかかることがあります。

わどうの森保育園（私立）

受入れ可能年齢生後５７日から

あり、全園児対象

給食費

開所時間
【月曜～金曜】

【土曜】

保育目標

主な年間行事

保育内容の
特色
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保育所所在地

電話

延長保育

対象児童

延長保育料 ３０分につき１００円

副食費　月額５，３００円（３歳児クラスより　 令和５年度より標記の金額に改定予定）

主食費　月額１，０００円（３歳児クラスより）

7時 8時半 16時半 １８時 18時半

　　　　　　　　　　　 保育標準時間 延長

7時半 8時半 １６時半 １８時

延長

教育の開発専念し、豊かな環境の中でよりよい子どもたちを育てます

一　自立心のある子

一　ハイ、ありがとう、ごめんなさいがいえる子

一　よいこと、わるいことがはっきりわかる子

一　感性豊かな子

７：００～　 延長保育（短時間） ７：００～ 延長保育（短時間）

健康診断（内科・歯科） 合同保育 合同保育／ホール内あそび

保育参観、ママ・パパ保育士体験 ホール内あそび ８：３０～ 外遊び

マスつかみに挑戦、七夕さま、運動会 ９：００～ 視診・検温 ９：００～ 視診

ハロウィーンパーティー、節分豆まき クラス別保育 クラス別保育

芋ほり、おわかれ会、おわかれ遠足 あそび／設定保育 あそび／設定保育

ホットケーキ作りに挑戦（年長組） １１：００～ 昼食準備／昼食

移動動物園/消防署見学 １２：００～ 室内あそび １１：３０～ 昼食準備／昼食

１２：３０～ お昼寝準備／お昼寝 １３：００～ お昼寝準備／お昼寝

その他 １５：００～ おやつ １５：００～ おやつ

体操教室(週１回予定）/英語教室（隔週予定）１５：３０～ お帰りの会 １５：３０～ お帰りの会

バスに乗って園外保育（不定期） １６：００～ 自由遊び、順次降園 １６：００～ 自由遊び、順次降園

お誕生会（月１回）/避難訓練（月１回） １６：３０～ 延長保育（短時間） １６：３０～ 延長保育（短時間）

１８：００～ 延長保育 １８：００～ 延長保育

１８：３０

その他

上影森１３０－１

２６－７991

延長 保育短時間 延長

保育短時間 延長

　　　　　　　　　 保育標準時間

一日の保育の流れ

０・１歳児 ２～５歳児

親子遠足

卒園式（年長組）

１８：３０

個人使用の道具など別途費用がかかることがあります。

こもれびの森保育園（私立）

受入れ可能年齢 生後５７日から

あり、全園児対象

給食費

開所時間
【月曜～金曜】

【土曜】

保育目標

主な年間行事

保育内容の
特色
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保育所所在地

電話

延長保育

対象児童

延長保育料 ３０分につき月額１，０００円

副食費　４，５００円（３歳児クラスより）

主食費　１，０００円（３歳児クラスより）

7時半 8時半 16時半 18時半

延長 延長

7時半 8時半 12時半

延長

○あかるく　なかよく　たくましく

　・よく遊ぶ子

　・自分のことは自分でする子

　・だれとでもなかよくする子

７：３０～ 延長保育（短時間） ７：３０～ 延長保育（短時間）

健康診断（内科・歯科） ８：３０～ 視診・検温・合同保育 ８：３０～ 視診・合同保育

クラス参観・わくわく参観日 クラス別保育 クラス別保育

七夕・クリスマス会 朝のあいさつ 朝のあいさつ

運動会 １０：００～ おやつ 　※２歳児のみ１０時のおやつ

お好み焼き会（年長組） １０：２０～ あそび

焼き芋会 １１：２０～ 昼食 １１：３０～ 昼食

ホットケーキパーティー（年長組） １２：００～ あそび １２：３０～ あそび

豆まき １３：００～ お昼寝 １３：３０～ お昼寝

修了証書授与式（年長組） １５：００～ おやつ １５：３０～ おやつ

その他（毎月） １６：００～ 自由遊び、順次降園 １６：００～ 自由遊び、順次降園

お誕生会・避難訓練 １６：３０～ 延長保育（短時間） １６：３０～ 延長保育（短時間）

その他

令和２年４月より、吉田幼稚園と吉田保育所が一緒になり認定こども園となりました。

下吉田３９１２－３

７７－１１４５

保育短時間

保育標準時間

保育短時間

保育標準時間

一日の保育の流れ

０・１歳児 ２～５歳児

親子遠足

秩父屋台囃子(年長組)

個人使用の道具など別途費用がかかることがあります。
※１号認定（教育認定）児の主な教育時間は９時～１４時（平日のみ）です。通園バスが利用できます。
　通園バス、預かり保育を利用する場合は、別途料金がかかります。

吉田こども園（公立）

受入れ可能年齢 生後８ヶ月から

7:30～8:30及び16:30～18:30が延長保育時間です。短時間認定のお子さんが対象です。
（下図参照）

給食費

開所時間
【月曜～金曜】

【土曜】

保育目標

主な年間行事

保育内容の
特色
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園所在地

電話

ホームページ

7時半 8時半 16時半 18時半 19時

延長 延長

※土曜日は18時半以降の延長はありません。

入園式 8:45～ 　 順次登園 7:30～ 　 順次登園 7:30～ 　 順次登園

保育参観 ～9：00 　視診・検温 　視診・検温 　視診・検温

羊山親子遠足 9:00～ 9:00～ 　かけっこ 9:00～ 　リズム等

内科・歯科検診 　おやつ

お誕生日会（二か月毎） 　　 （０～１歳）

夏のお祭り 　遊び 　遊び 　クラスの活動

運動会（体育館） 11:40～ 　昼食 11:40～ 　昼食 　遊び

お泊り保育（年長） 　クラスの活動 　クラスの活動 11:20～ 　昼食

園外保育 　遊び 　遊び 　お昼寝

やきいも 15:15～ 　降園 15:30 　おやつ 15:00 　おやつ

豆まき ～15：30 　遊び 　遊び

進級卒園記念発表会 16:30～ 　順次降園 16:30～ 　順次降園

卒園式 ～18:30 　最終降園 ～18:30 　最終降園 ～18:30 　最終降園

その他季節に応じた行事 ～19:00 　延長保育 ～19:00 　延長保育 ～19:00

　下宮地町１７－６

　０４９４－２２－１３８５

　https://chichibukodomoen.crayonsite.com/　　　※インスタグラムもやっています！（@chichibukodomoen）

　　・１号認定　月額　13,000円（おやつ代含む）朝7：30～夕方18：30迄。長期休暇もお預かりします。
　　　　　　　　※詳細についてはお問い合わせください。お仕事をしている方のみ利用できます。

　　・お仕事をなさっていない方のご利用できる、単発の延長保育もございます。（朝300円、夕方500円）

　　・２号３号認定　◆保育短時間　朝 7:00-8:30 夕方 16:30-18:30 30分200円
　　　　　　　　　　◆保育標準時間　18:30-19:00 300円

保育短時間

保育標準時間

認めて　ほめて　愛して　育てる

１．　健康でたくましい子ども

２．　仲良く友だちと遊べる子ども

３．　自分の力で進んでやりぬく子ども

４．　情緒が安定し豊かな創造力を持つ子ども

５．　働くことを喜び生命のあるものを愛する子ども

一日の保育の流れ

１号 ２号 ３号

　かけっこ

　延長保育

幼保連携型認定こども園　秩父こども園（本園・私立）

受入れ可能年齢 　生後５７日から

延長保育料

給食費
　◆１号認定　主食費　2,000円　副食費　4,000円　◆２号認定　主食費　2,000円　副食費　5,000円（おやつ含む）
　※３号認定は給食費は保育料に含まれております。

開所時間
【月曜～土曜】

延長

主な年間行事（予定）

　クラスの活動 　クラスの活動

延長保育利用の場合
15:30以降２号と合同

（おやつ有）

その他
　実費徴収・上乗せ徴収があります。詳細はお問い合わせください。
　パンフレットをお送りします。お気軽にご請求ください。
　課外活動でスポーツ教室、サッカークラブ、バレエ教室があります。

教育目標
保育理念

保育内容の
特色
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園所在地

電話

ホームページ

7時半 8時半 16時半 18時半 19時

延長 延長

※土曜日は18時半以降の延長はありません。

保育参観 7:30～ 順次登園　視診・検温 7:30～ 順次登園　視診・検温

羊山親子遠足 朝の支度 朝の支度・遊び

内科検診 9:00～ リズム等 9:20～ リズム・かけっこ

夏のお祭り おやつ（０-１歳） 9:30～ 朝の会

運動会 クラスの活動 10：00～ クラスの活動

豆まき 遊び 遊び

進級修了記念発表会 11:20～ 昼食 11:20～ 昼食

その他季節に応じた行事 12：30～ お昼寝 12：30～ お昼寝

15:00 おやつ 15:00 おやつ

遊び 遊び

順次降園 順次降園

～18:30 最終降園 ～18:30 最終降園

～19:00 延長保育 ～19:00 延長保育

　

　東町２６－７

　０４９４－２６－７７５０

　https://chichibukodomoen.crayonsite.com/　　　※インスタグラムもやっています！（@chichibukodomoen）

　　　　◆保育短時間　朝7:00-8:30 夕方16:30-18:30 30分200円　18:30-19:00　300円

　　　　◆保育標準時間　18:30-19:00 300円　

保育短時間

保育標準時間

認めて　ほめて　愛して　育てる

１．　健康でたくましい子ども

２．　仲良く友だちと遊べる子ども

３．　自分の力で進んでやりぬく子ども

４．　情緒が安定し豊かな創造力を持つ子ども

５．　働くことを喜び生命のあるものを愛する子ども

一日の保育の流れ

０～１歳 ２歳

幼保連携型認定こども園　秩父こども園（分園・私立）

受入れ可能年齢 　生後５７日から（２歳まで）

延長保育料

給食費 　保育料に含まれております。

開所時間
【月曜～土曜】

延長

主な年間行事（予定）

その他
　実費徴収・上乗せ徴収があります。詳細はお問い合わせください。
　秩父こども園・分園は生後５７日～２歳児までのお預かりとなります。
　その後は『秩父こども園・本園』へ進級します。

教育目標
保育理念

保育内容の
特色
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こども園所在地 大畑町４－６４

電話 ０４９４－２４－８２２１

２・３号　７：００～８：３０ １００円（３０分毎）/１６：３０～１８：３０ １００円（３０分毎）/１８：３０～１９：００ ３００円

※１号についてはお問い合わせください。

給食費　２５０円（１食）　牛乳　８０円（１本） ■翌月に喫食数で請求いたします。

7時 7時半 8時半 16時半 18時半 19時

延長 延長

入園式 親子バス遠足 ７：００～ 延長保育 ７：００～ 延長保育 ７：００～ 延長保育

じゃがいも掘り 親子観劇会 ７：３０～ 順次登園・視診・検温 ７：３０～ 順次登園・視診 ７：３０～ 預かり保育順次登園・視診

七夕会 納涼大会 縦割り保育※１，２歳児 縦割り保育 縦割り保育

運動会 園外保育 ８：３０～ 保育短時間順次登園 ８：３０～ 保育短時間順次登園 ８：３０～ 順次登園・バス到着

さつまいも掘り もちつき大会 ９：５０～ クラス活動 ９：５０～ 朝集会 ９：５０～ 朝集会

お遊戯発表会 クリスマス会 １０：３０～ 朝の会・おやつ １０：１０～ クラス活動 １０：１０～ クラス活動

お別れ遠足（年長） 卒園式（年長） １１：３０～ 昼食 １２：００～ 昼食 １２：００～ 昼食

健康診断（内科・歯科）祖父母参観（年長） １２：１０～ 読み聞かせ・入眠準備 １２：５０～ 自由遊び・クラス活動 １２：５０～ 自由遊び・クラス活動

１３：３０～ お昼寝 １３：３０～ 帰りの会 １３：３０～ 帰りの会

１５：００～ おやつ １４：３０～ お昼寝・自由遊び １４：００～ 順次降園・バス出発

お誕生日会（毎月） 避難訓練（毎月） １５：３０～ 帰りの会 学習時間・課外クラブ 預かり保育は２号と同じ

縦割り保育※１，２歳児 おやつ １５：００～ 最終降園

季節に応じたお楽しみ保育（不定期） １６：３０～ 保育短時間最終降園 １６：３０～ 保育短時間最終降園

保育参観（学期毎） 体操参観（１学期・３学期） 順次降園 順次降園

体操教室（毎週） 英語教室（毎週） １８：３０～ 最終降園 １８：３０～ 最終降園 １８：３０～ 最終降園

そろばん教室（毎週）※年長のみ 延長保育 延長保育 延長保育

その他

保育短時間

保育標準時間

一日の保育の流れ

３号 ２号 １号

その他

身体測定（２カ月毎）

※保育短時間の時間外は延長保育がかかります 預かり保育の詳細はお問い合わせください。

個人使用の道具など別途費用がかかります。

大畑こども園（私立）

受入れ可能年齢
延長保育対象児童

生後５７日～

延長保育料

給食費

開所時間
【月曜～土曜】

延長 延長

保育目標
保育理念

元気な子　　思いやりのある子　　あいさつのできる子

おもいっきり　遊ぼう　　　みんなで　笑おう
お友だちや先生とかかわりあい、日々の生活を通してさまざまな体験をしていく子どもたち。何気ない遊びの中からも、喜びや楽しさを見つ
け、たくさんのことを学びながら成長しています。人間形成の基礎となる、個性や感性が育まれる大切な時期に子どもたちが安心してすごす
ことができる環境をつくり、みんなの笑顔があふれるこども園でありたいと思っています。

主な年間行事

保育内容の
特色
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こども園所在地

電　話

ホームページ

開所時間
7時半 8時半 16時半 18時半 19時

【月曜～土曜】 延長 延長

保育方針 あかるく・なかよく・すこやかに

・心身ともに健康で　明るくのびのびと豊かな情操を持った子

・思いやりのあるやさしい気持ちを持ち、お友達となかよく遊べる子

・情操豊かにいろいろな事象に興味関心を持ち、豊かな表現力・創造性を持った子

・自分で判断や行動できる子

 ７：３０～ 延長保育（短時間）  ７：３０～ 延長保育（朝　無料）

合同保育 合同保育

 ８：３０～ 視診・検温  ８：３０～ 登園後、自由遊び

ワクワクサマー（夕涼み会）・七夕 クラス別保育 １０：００～ クラス別保育

特　色
運動会 ・ 幼年消防大会（年長） １０：００～ おやつ ※体育・造形・英語・音楽・文字数

(行事等)
親子遠足 ・ バス遠足（年長） １０：２０～ 自由遊び   サーキット運動等の専任講師保育あり

１１：２０～ 昼食 １１：５０～ 昼食

１２：００～ 自由遊び １２：３０～ 自由遊び

１３：００～ お昼寝 １３：３０～ クラス別保育

１４：００～ お昼寝（３歳児）

１５：００～ おやつ １５：００～ おやつ

専任講師の保育
１６：００～ 自由遊び、順次降園 １６：００～ 自由遊び、順次降園

（3歳児クラスより）
１６：３０～ 延長保育（短時間） １６：３０～ 延長保育（短時間）

１８：３０～ 延長保育 (標準時間) １８：３０～ 延長保育 (標準時間)

その他

　上町3-10-10(秩父第二中学校　隣り) 受入れ可能年齢

２２－０６３２ 延長保育対象児童

sakura1.ed.jp 延長保育料(午後のみ) ３０分につき１００円(朝の延長保育　無料)

副食費　4,500円（3歳児クラスより）

主食費　2,000円（3歳児クラスより）

保育短時間

保育標準時間

一日の保育の流れ

０～２歳児（３号認定） ３～５歳児（２号認定）

ふれあいハイキング

健康診断（内科・歯科）・身体測定

ジャガイモ堀り・お泊り会(年長)

さつまいも堀り・作品展

クリスマス発表会・お餅つき

スキー場で雪あそび(年長)

卒園式（年長）・保育参観（毎学期）

お誕生会(毎月)・避難訓練(毎月)

・体育教室(毎週)・英会話教室(毎週)

・造形教室・音楽教室

・文字かず指導・サーキット運動指導

個人使用の教材など別途費用がかかることがあります。

幼保連携型認定こども園　秩父さくら幼稚園（私立）

生後５７日～

給食費

延長

　めざす
子どもの姿

保育内容の

主な年間行事
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保育所所在地

電話

延長保育

対象児童

早朝保育　　　　　　　 　７時３０分～　８時３０分：１００円（３０分毎）

延長保育（標準時間） １８時３０分～１９時００分：３００円

延長保育（短時間） １６時３０分～１７時００分：１００円、

　　　　　　～１８時００分：３００円、

　　　　　　～１９時００分：６００円

主食費　２，５００円（３歳児クラスより）

副食費　４，５００円（３歳児クラスより）

7時半 8時半 16時半 18時半 19時

延長 延長

ほめて育て　ほめて咲かせる　教育

知育：幼稚園教育の中で培ってきた「教育の力」で、知的な教育に働きかけます。

徳育：「自己肯定感」の構築を最重点として「ほめて、認めて、咲かせる」教育をします。

体育：充実した施設の中で、大切な幼児期であればこその「あそび」を推奨します。

食育：隣接した畑で採れた野菜や豆などを給食やおやつでおいしくいただきます。

植育：どんぐりの実から発芽した芽を苗木に育て、「ふたばの森」への植樹を行います。

7:30 延長保育(短時間) 7:30 延長保育(短時間)

家庭訪問・個人面談 合同保育 合同保育

内科診断・歯科検診 8:30 クラス別保育 8:30 クラス別保育

春の遠足 あそび 専門カリキュラム

交通安全指導

保育参観、個人面談 12:00 昼食 12:00 昼食

プール、七夕祭り、流しそうめん クラス別保育 クラス別保育

藍染体験、縁日あそび お昼寝、あそび おやつ

運動会、秋の遠足 おやつ

クリスマス発表会

書初め、もちつき大会 16:00 順次降園 16:00 順次降園

節分豆まき 16:30 延長保育(短時間) 16:30 延長保育(短時間)

音楽発表会 18:30 延長保育 18:30 延長保育

卒園式、終業式　　　等

その他

中宮地町２６－２１

２３－８６６６

保育短時間

保育標準時間

一日の保育の流れ

１・２歳児（３号認定） ３～５歳児（２号認定）

入園式・始業式

その他教材費等の費用が別途かかります。詳細については園までお問い合わせください。

秩父ふたばこども園（私立）

受入れ可能年齢 １歳より

１歳より

延長保育料

給食費

開所時間
【月曜～土曜】

延長

保育目標

主な年間行事

保育内容の
特色
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所在地

電話

延長保育

対象児童

延長保育料 ３０分につき１００円

副食費　月額５，３００円（３歳児クラスより　 令和５年度より標記の金額に改定予定）

主食費　月額１，０００円（３歳児クラスより）

7時 8時半 16時半 １８時 18時半

　　　　　　　　　　　 保育標準時間 延長

7時半 8時半 １６時半 １８時

延長

教育の開発に専念し、豊かな環境の中でよりよい子どもたちを育てます

一　自立心のある子

一　ハイ、ありがとう、ごめんなさいがいえる子

一　よいこと、わるいことがはっきりわかる子

一　感性豊かな子

入園・進級式、健康診断（内科・歯科） ７：００～ 延長保育（短時間） ７：００～ 延長保育（短時間）

親子遠足（春：全　秋：年長） 順次登園 順次登園（１･２号）

保育参観、移動動物園、　七夕 合同保育／ホール内遊び 合同保育／ホール内遊び

お泊まり保育（年長）、夕涼み会（全） ９：００～ 視診・検温　朝の会 ９：００～ 外遊び

マスつかみ　　運動会　 あそび／設定保育／給水等 入室　朝の会　設定保育

ハロウィン、　パパ・ママ保育体験 １１：００～ 昼食準備／昼食 １１：３０～ 昼食

芋ほり、焼き芋パーティー １２：００～ 室内あそび １３：００～ 片付け　外遊び　帰りの支度

おもちつき会、節分豆まき、おわかれ会 １２：３０～ お昼寝準備／お昼寝 入室　帰りの会　１・２号分離

１５：３０～ 起床　　おやつ １４：００～ お昼寝（２号認定）

【その他】　ペン習字（年長隔週） １６：００～ 帰りの会 １５：３０～ 起床　おやつ（２号認定）

体操教室(週１回）／英語教室（隔週） 自由遊び、順次降園 １６：００～ 自由遊び、順次降園

リトミック教室（年間） １６：３０～ 延長保育（短時間） １６：３０～ 延長保育（短時間）

食育（クッキング） １８：００ 標準時間降園 １８：００ 標準時間降園

地域への作品出展（神社・公民館等） １８：００～ 延長保育（標準時間） １８：００～ 延長保育（標準時間）

お誕生会（月１回）／避難訓練（月１回） １８：３０ １８：３０

その他

荒川上田野９９３－１（保育部 ０～２歳児）　荒川上田野９９４－１５（教育部 ３歳以上児）

５３‐４０３０（保育部）　　５４‐００６２（教育部）

延長 保育短時間 延長

保育短時間 延長

　　　　　　　　　 保育標準時間

一日の保育の流れ

０・１・２歳児（保育部） ３～５歳児（教育部）

おわかれ遠足　卒園式（年長組）

幼保連携型認定こども園／別途費用がかかることがあります。（個人使用の道具、教育部３歳以上：体操服着用）

かみたのこども園（私立）

受入れ可能年齢 生後５７日から

あり、全園児対象

給食費

開所時間
【月曜～金曜】

【土曜】

保育目標

主な年間行事

保育内容の
特色
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保育所所在地

電話

延長保育

対象児童

延長保育料 各時間帯につき月額１，０００円～

副食費　月額５，０００円（３歳児クラスより）

主食費　月額１，５００円（３歳児クラスより）

7時半 8時半 16時半 18時半 19時

延長 延長

7時半 8時半 16時半 18時半 19時

延長 延長

◎豊かで逞しく生きる力を育てる

　１．明るく元気な子

　２．お友だちとなかよくする子

　３．自分のことは自分でする子

７：３０～ 延長保育（短時間） ７：３０～

健康診断（内科年２回・歯科年１回） 合同保育 合同保育

９：００～ 視診・検温 ９：００～ 視診

運動会（２歳児クラス～年長クラス） ９：３０～ 朝の会 ９：４５～ 朝の会

クラス別保育 朝礼（月・水）

お店屋さんごっこ（全園児） １０：００～ おやつ １０：１５～ クラス別保育

１０：２０～ あそび １１：４０～ 給食準備

１１：３０～ 昼食 １２：００～ 昼食

１２：００～ お昼寝 １３：００～

秋の遠足（３歳児クラス～年長クラス） １３：００～ クラス別保育

クリスマス発表会(1歳クラス～年長クラス)

観劇会（２歳児クラス～年長クラス） １５：００～ おやつ １５：００～ おやつ

お別れ遠足（年長クラス） １５：３０～ １５：３０～

１６：３０～ 延長保育（短時間） １６：３０～

その他

１８：３０～ 延長保育 １８：３０～ 延長保育

保護者会（PTA）活動があります。PTA会費月額５００円（２歳児クラス以上）

実費徴収として、教材費・行事費等がかかります。

寺尾１５４８－１

２５－６６５５（０～２歳）　２３－９３００（３～５歳）

保育短時間

保育標準時間

保育短時間

保育標準時間

一日の保育の流れ

０・１歳児 ２～５歳児

春遠足(３歳児クラス～年長クラス） 延長保育（短時間）

いちご狩り（３歳児クラス～年長クラス）

保育参観（２歳児クラス～年長クラス）

夏の一日を楽しむ会（年長クラス）

親子バスハイク（年長クラス）

芋掘り（３歳児クラス～年長クラス） お昼寝（２歳児クラスのみ）

自由遊び、順次降園 自由遊び、順次降園

マラソン大会（２歳児クラス～年長クラス）

卒園式（年長クラス） 延長保育（短時間）

お誕生会（３ヶ月に１回）

避難訓練（毎月）

特定教育・保育への取り組み

体育指導・・・専門の講師が年齢別にカリキュラムを組み活動する（年少・年中・年長）

英　語・・・・・・外国の先生による英語教室（年少・年中・年長）

お茶ごっこ・・・・日本茶道を実際に体験し、礼儀・作法を学ぶ（年長）

お習字・・・・・・筆と墨を使い習字の稽古（年長）

緑ガ丘認定こども園（私立）

受入れ可能年齢 生後５７日から

全園児対象

給食費

開所時間
【月曜～金曜】 延長

開所時間
【土曜】

保育理念

主な年間行事

保育内容の
特色

その他
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 活動方針  活動目標  理念 

秩父市下吉田 7114-3 

TEL 0494-26-6828 

hananomorikodomoen@gmail.com 

詳細はお問い合わせ下さい 

◆受け入れ可能年齢 

 1歳～ 

 ※2歳児クラス 火・水・金 9：00～13：30あります 

 

◆開園時間 

  

7：30   8：30               16：30  18：30 

     （※土曜日 開園時間 7：30～12：30） 

      8時間・11時間を 2号 3号とします 

     ※1号については園にお問い合わせ下さい 

 

◆給食  自園給食費 3歳児クラスより 7,500円/月 

 （主食費 1,000円/月、副食費 6,500円/月） 

     ※地元の無農薬・有機野菜使用 

いろんな命との 

共生 

 

自由と友愛の幸福感を 

持つ人となる土台を育む 
 

 自然の中で自ら育つ   

 諸感と意感を磨く 

 違いの尊重 

 

・入園式    ・わくわく秋祭り 

・親子えんそく ・クリスマス会 

・F&Wｓ      ・おもちつき会 

・七夕会     ・節分会 

・運動会     ・卒園式 

 

花の森こども園では 

自然実感型教育を日々の活動と

し、保護者とともに大切な幼児期

を見守る環境づくりをしています 

ちかいなか 秩父の森のようちえん 

主な年間行事 

こども達、 

ヤギさん達と 

お待ちしています
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保育所所在地

電話

延長保育

対象児童

延長保育料 １８時３０分以降１，０００円（最長１９時３０分まで）

粉ミルクは持参していただきます

7時半 9時 17時 18時半 19時半

延長

延長

健康な子ども

主体的に生活できる子ども

仲間と共に育ちあえる子ども

のびのびと自分を表現できる子ども

健康診断 ７：３０～ 登園・自由遊び ７：３０～ 登園・自由遊び

母の日・父の日 １０：００～ 朝の会 １０：００～ 朝の会

七夕祭り １０：２０～ おやつ・ミルク １０：２０～ おやつ

親子デイキャンプ １０：４０～ 一斉保育 １０：４０～ 一斉保育

敬老の日 午前睡 絵本読み聞かせ

ハロウィン １１：４０～ 昼食・ミルク １１：４０～ 昼食

遠足 １２：２０～ 自由遊び １２：２０～ 自由遊び

クリスマス会 １３：００～ 午睡 １３：００～ 午睡

節分 １５：４０～ おやつ・ミルク １５：４０～ おやつ

卒園式 １６：００～ 自由遊び・降園 １６：００～ 自由遊び・降園

避難訓練

お誕生日会

その他

寺尾３９０２－４

２６－７０８３

保育短時間 延長

保育標準時間

一日の保育の流れ

０歳児 １～２歳児

アプリコットプレスクール（私立）

受入れ可能年齢 生後５７日から

受入れ児童全員

給食費

開所時間
【月曜～土曜】

保育目標

主な年間行事

保育内容の
特色
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保育所所在地

電話

延長保育

対象児童

延長保育料 ３０分につき２００円

7時 7時半 8時半 16時半 18時半 19時

延長 延長

7時半 8時半 16時半 18時半

延長 延長

①丈夫でしっかりとした体をつくる

②ともだちと仲よく遊ぶ

③お年寄りと触れ合う

7:00～ 延長保育 7:00～ 延長保育

健康診断（内科・歯科） 7:30～ 延長保育（短時間） 7:30～ 延長保育（短時間）

夏祭り会・クリスマス会 合同保育 合同保育

保育参加（おかいものごっこ・給食試食会） 8:30～ 視診・検温 8:30～ 視診

万葉の郷合同運動会 クラス別保育 クラス別保育

万葉の郷交流会（合同制作・合同体操） 10:00～ おやつ 10:00～ おやつ

手作りおやつ会（年３回程度） 10:20～ あそび 10:20～ あそび

11:15～ 昼食 11:15～ 昼食

12:00～ あそび 12:00～

12:30～ お昼寝 12:30～ お昼寝

15:00～ おやつ 15:00～ おやつ

その他（毎月） 16:00～ 自由遊び、順次降園 16:00～ 自由遊び、順次降園

お誕生会・壁面制作 16:30～ 延長保育（短時間） 16:30～ 延長保育（短時間）

避難訓練 18:30～ 延長保育 18:30～ 延長保育

その他

下吉田７６２４－４

２６－７５１７

保育短時間

保育標準時間

保育短時間

保育標準時間

一日の保育の流れ

０歳児 １・２歳児

親子遠足

まんようの集い（発表会）

個人使用の連絡ノートなど別途費用がかかることがあります。

まんよう保育園（私立）

受入れ可能年齢 生後５７日から

生後５７日より

給食費

開所時間
【月曜～金曜】

延長 延長

【土曜・祝日】

保育目標

主な年間行事

保育内容の
特色
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※「令和５年度 保育園等の情報」は、令和４年９月１日現在の情報をもとに作成しています。
　今後内容が一部変更になる場合もありますので、あらかじめご了承ください。


