
令和 5 年度版 施設紹介  ■保育ママ■ 

令和 5 年４月１日時点の情報です。最新の情報や詳細は、施設にお問合せください。 

施設を選ぶ際には見学をおすすめします。 

33 

渋谷
し ぶ や

 邦
くに

枝
え

 

所在地 西綾瀬２－８－１６ 電話番号 ３８８０－０２４６ 

開所時間 ８：００～１７：３０ 年齢層 ５０代 

給食 実施 ベビーカー 保管可 

資格 子育て経験 連携園 西綾瀬りりおっこ保育園 

開所年数 ２６年 補助者 有 

利用公園 五反野コミュニティ公園 他いろいろ 

 

ママからの 

メッセージ 

少人数の良さを生かし、それぞれの成長に合わせ、外遊びを中心に保護者に

とってもいつでも安心して預けられる場があり家庭とともに一緒に成長を見

守り、成長の喜びや悩みを共有できる場でありたいと思っています。 

季節の行事 
お誕生日のお祝い・七夕まつり・ハロウィン 

クリスマス会（保育園参加）・ひなまつり・身体測定 

新型コロナウイルス感染症の状況により行事など変更になる場合があります。 

 

  

  



令和 5 年度版 施設紹介  ■保育ママ■ 

令和 5 年４月１日時点の情報です。最新の情報や詳細は、施設にお問合せください。 

施設を選ぶ際には見学をおすすめします。 

34 

熊谷
くまがい

 淳子
じゅんこ

 

所在地 西綾瀬３－２１－２０－１０１ 電話番号 ３８８０－３３０２ 

開所時間 ８：００～１７：００ 年齢層 ５０代 

給食 実施 ベビーカー 保管可 

資格 保育士 連携園 聖華こうどう保育園 

開所年数 １１年 補助者 有 

利用公園 西綾瀬公園・丹羽野公園・五反野コミュニティ公園 

 

ママからの 

メッセージ 

私の保育室は、綾瀬駅と五反野駅の中間に位置しています。 

青井駅にも直線的に行け、すぐそばにコミュニティバスはるかぜの停留所も

あり、通勤には便利な場所です。 

お子さまが安心して安全に楽しく過ごせるよう心がけています。 

私自身はのんびりとした性格で、手芸やお菓子作りが好きです。 

お子さまの自発的な活動を妨げず、おおらかに成長を見守っていきたいと考

えています。 

季節の行事 お誕生会、豆まき・ひなまつり等季節の会、身体測定（毎月）など 

新型コロナウイルス感染症の状況により行事など変更になる場合があります。 

 

  
  



令和 5 年度版 施設紹介  ■保育ママ■ 

令和 5 年４月１日時点の情報です。最新の情報や詳細は、施設にお問合せください。 

施設を選ぶ際には見学をおすすめします。 

35 

池田
い け だ

 明美
あ け み

 

所在地 綾瀬３－１５－２０ 電話番号 ３６０５－２０２１ 

開所時間 ８：００～１７：００ 年齢層 6０代 

給食 実施 ベビーカー 保管可 

資格 子育て経験 連携園 あやせ保育園 

開所年数 １３年 補助者 有 

利用公園 東綾瀬公園全域・近隣公園 

 

ママからの 

メッセージ 

安全な保育を心がけております。 

家庭的な雰囲気の中で一人ひとりの個性と発達に応じた保育を行い、保護者

の方々とともに子どもの成長を見守っていきます。 

季節の行事 お誕生日会・お花見・ハロウィン・クリスマス会・身体測定（毎月） 

新型コロナウイルス感染症の状況により行事など変更になる場合があります。 

 

本庁舎にある冊子には 

 顔写真も掲載しています。 

 

  



令和 5 年度版 施設紹介  ■保育ママ■ 

令和 5 年４月１日時点の情報です。最新の情報や詳細は、施設にお問合せください。 

施設を選ぶ際には見学をおすすめします。 

36 

齊藤
さいとう

 江
え

利子
り こ

 

所在地 綾瀬５－２０－１８－１０１ 電話番号 ５６９７－６３７７ 

開所時間 ８：００～１７：００ 年齢層 ５０代 

給食 実施 ベビーカー 保管可 

資格 保育士 連携園 東部若葉保育園 

開所年数 ８年 補助者 有 

利用公園 東綾瀬公園・丘公園・ハト公園・蛭沼公園・下河原公園・五兵衛公園 

 

ママからの 

メッセージ 

お天気の良い日は毎日公園へ行き元気に体を動かし、児童館でのイベント等

にも参加し、夏場はプールや水遊びをしたりと、家庭的な雰囲気の中、皆で毎

日を楽しく過ごしています。 

いつでも見学に来てくださいね。 

季節の行事 
お誕生会（カード作成）・ハロウィン・クリスマス会・節分（まめまき） 

ひな祭り（製作） 

新型コロナウイルス感染症の状況により行事など変更になる場合があります。 

 

 

 

  

保育ママ 



令和 5 年度版 施設紹介  ■保育ママ■ 

令和 5 年４月１日時点の情報です。最新の情報や詳細は、施設にお問合せください。 

施設を選ぶ際には見学をおすすめします。 

37 

鹿野
か の

 篤子
あ つ こ

   令和６年３月末 廃業予定 

所在地 綾瀬６－８－２１－４０５ 電話番号 ３６２８－７８４０ 

開所時間 ８：００～１７：００ 年齢層 ６０代 

給食 実施 ベビーカー 保管可 

資格 子育て経験 連携園 青井保育園 

開所年数 １３年 補助者 有 

利用公園 都立東綾瀬公園 

 

ママからの 

メッセージ 

一人ひとりの個性とその発達を大切にし、家庭的環境の温かさやお友達との

関わりの中でのびのびと成長してほしいと願っています。 

家庭との信頼関係を大切にし、一緒に成長を見守っていきます。 

今までお預かりしたお子さんは、皆明るく元気。おしゃべり上手で活発。 

自己表現のできる子どもに育っています。 

季節の行事 お誕生日会・子どもの日・ハロウィン・クリスマス会・ひな祭り 

新型コロナウイルス感染症の状況により行事など変更になる場合があります。 

 

  

  



令和 5 年度版 施設紹介  ■保育ママ■ 

令和 5 年４月１日時点の情報です。最新の情報や詳細は、施設にお問合せください。 

施設を選ぶ際には見学をおすすめします。 

38 

鈴木
す ず き

 幸子
さ ち こ

 

所在地 綾瀬７－１８－２－１０１ 電話番号 090-5342-3750 

開所時間 ８：００～１７：３０ 年齢層 ５０代 

給食 実施 ベビーカー 保管可 

資格 子育て経験 連携園 北綾瀬聖華保育園 

開所年数 ８年 補助者 有 

利用公園 東綾瀬公園・しょうぶ沼公園・丘公園・下の公園 

 

ママからの 

メッセージ 

・近隣の児童館や連携保育園の行事には積極的に参加しています。 

・毎日色々な公園へ行き、元気に遊んでいます。 

笑顔の絶えない保育室です。 

・一人ひとりに寄り添った保育を心掛けています。 

・温かい給食を提供しています。 

季節の行事 
お誕生日のお祝い・七夕・ハロウィン・クリスマス・節分 

ひなまつり等の季節行事・身体測定（毎月） 

近隣の児童館や連携保育園の行事参加 

新型コロナウイルス感染症の状況により行事など変更になる場合があります。 

 

本庁舎にある冊子には 

 顔写真も掲載しています。 

 
  



令和 5 年度版 施設紹介  ■保育ママ■ 

令和 5 年４月１日時点の情報です。最新の情報や詳細は、施設にお問合せください。 

施設を選ぶ際には見学をおすすめします。 

39 

上田
う え だ

 優子
ゆ う こ

 

所在地 東綾瀬２－１１－１－８－１０１ 電話番号 ３６０６－００３６ 

開所時間 ８：００～１７：３０ 年齢層 ４０代 

給食 実施 ベビーカー 保管可 

資格 保育士・幼稚園教諭 連携園 東綾瀬保育園 

開所年数 ３年 補助者 有 

利用公園 東綾瀬公園・オニ公園・お城公園・宮元公園・タコ公園・ファミリー公園 

 

ママからの 

メッセージ 

一人ひとりを大切に、慈愛をもって成長を見守っていきます。 

又、保護者との信頼関係を築き、ひとつ一つの生命（いのち）を大切に共々に

成長していけるよう日々努力していきます。 

季節の行事 

・お誕生日会・クリスマス会・節分 など 

こいのぼり・七夕の笹・ツリー（小）・鬼 など、 

子どもと一緒に手作りをします。 

 

・身体測定（毎月）など 

新型コロナウイルス感染症の状況により行事など変更になる場合があります。 

 

本庁舎にある冊子には 

 顔写真も掲載しています。 

 

  



令和 5 年度版 施設紹介  ■保育ママ■ 

令和 5 年４月１日時点の情報です。最新の情報や詳細は、施設にお問合せください。 

施設を選ぶ際には見学をおすすめします。 

40 

大森
おおもり

 幸子
さ ち こ

 

所在地 東和４－２１－９ 電話番号  

開所時間 ８：００～１７：００ 年齢層 ６０代 

給食 実施 ベビーカー 保管不可 

資格 子育て経験 連携園 大谷田第一保育園 

開所年数 ９年 補助者 有 

利用公園 中川公園・五丁田公園・稗田公園・大谷田公園 

 

ママからの 

メッセージ 

０歳から２歳児までの最も大切な時期のお子様を、家庭的環境の温かさの中

で一人ひとりきめ細やかな保育を行い、保護者様と一緒に成長を喜び合いな

がら見守っていきます。 

季節の行事 

１月…お正月遊び      ５月…こいのぼり作り 

２月…豆まき        ７月…七夕祭り 

３月…おひなさま作り    ８月…プールで水遊び 

卒園お祝い     １０月…ハロウィンパーティー 

４月…入園お祝い     １２月…クリスマス会 

 

その他…お誕生日会・身体測定・避難訓練・地域交流 

新型コロナウイルス感染症の状況により行事など変更になる場合があります。 

 

本庁舎にある冊子には 

 顔写真も掲載しています。 

 
  



令和 5 年度版 施設紹介  ■保育ママ■ 

令和 5 年４月１日時点の情報です。最新の情報や詳細は、施設にお問合せください。 

施設を選ぶ際には見学をおすすめします。 

41 

高松
たかまつ

 則子
の り こ

   令和７年３月末 廃業予定 

所在地 東和４－２２－１８ 電話番号 ５６９７－０７５５ 

開所時間 ８：００～１７：３０ 年齢層 ６０代 

給食 実施 ベビーカー 保管可 

資格 幼稚園教諭 連携園 聖母のさゆり保育園 

開所年数 １６年 補助者 有 

利用公園 都立中川公園・稗田公園・五丁田公園 

 

ママからの 

メッセージ 

ほとんどの子どもたちが家庭以外で初めて過ごす場になると思います。 

まずは子どもたちの気持ちに寄り添い安心して過ごせる場とし、友だちや保

育者と関わることでのびのび成長してほしいと思っています。 

家庭を支援することを念頭に、信頼関係を大切にし、一緒に成長を見守って

いきます。 

季節の行事 
季節の行事（子どもの日・七夕・クリスマス会・節分 など） 

お誕生日会・身体測定（毎月） 

新型コロナウイルス感染症の状況により行事など変更になる場合があります。 

 

  

  



令和 5 年度版 施設紹介  ■保育ママ■ 

令和 5 年４月１日時点の情報です。最新の情報や詳細は、施設にお問合せください。 

施設を選ぶ際には見学をおすすめします。 

42 

長岡
ながおか

 恭子
きょうこ

 

所在地 加平１－９－９－７０１ 電話番号 050-1269-6661 

開所時間 ８：００～１７：００ 年齢層 ５０代 

給食 実施 ベビーカー 保管可 

資格 子育て経験 連携園 北綾瀬聖華保育園 

開所年数 １４年 補助者 無 

利用公園 下の公園・東綾瀬公園・しょうぶ沼公園・丘公園 他 

 

ママからの 

メッセージ 

ひとりひとりの発達と特性に合わせた援助、愛情をたくさん注いだ少人数な

らではの温かな家庭的な保育を目指します。 

お子さんの成長を見守り、保護者の方と共に喜びあえる関係を大切にします。 

季節の行事 近くの児童館や連携保育園のイベントに参加 

新型コロナウイルス感染症の状況により行事など変更になる場合があります。 

 

本庁舎にある冊子には 

 顔写真も掲載しています。 

 

  



令和 5 年度版 施設紹介  ■保育ママ■ 

令和 5 年４月１日時点の情報です。最新の情報や詳細は、施設にお問合せください。 

施設を選ぶ際には見学をおすすめします。 

43 

大村
おおむら

 浩美
ひ ろ み

 

所在地 谷中５－１１－２１ 電話番号 ５６９７－１９８６ 

開所時間 ８：００～１７：３０ 年齢層 ６０代 

給食 実施 ベビーカー 保管可 

資格 子育て経験 連携園 辰沼保育園 

開所年数 ２２年 補助者 有 

利用公園 加平第一公園・沖谷公園・辰沼公園 

 

ママからの 

メッセージ 

一人一人の発達に寄り添った援助と愛情を沢山注ぎ、家庭的な温かみの有る

なかで、お友達との関わりを覚え、思いやりのある心を育み、地域の皆さんと

の交流を交えながら、保護者にもお子さんにも心地よい場所でありたいと思

っています。 

そこから生まれる信頼関係を大切にし、成長を喜び合い共に見守っていけた

らと思っています。 

いつでも見学に遊びに来てください。 

季節の行事 
お誕生日会・季節行事（ハロウィン・クリスマス・節分・ひな祭り等） 

身体測定（毎月） 

新型コロナウイルス感染症の状況により行事など変更になる場合があります。 

 

  

  



令和 5 年度版 施設紹介  ■保育ママ■ 

令和 5 年４月１日時点の情報です。最新の情報や詳細は、施設にお問合せください。 

施設を選ぶ際には見学をおすすめします。 

44 

眞山
さなやま

 美容
び よ う

 

所在地 大谷田３－１２－２３－１２１１ 電話番号 ３６２９－１８０５ 

開所時間 ８：００～１７：００ 年齢層 ５０代 

給食 実施 ベビーカー 保管可 

資格 子育て経験 連携園 おおやたこども園 

開所年数 １４年 補助者 有 

利用公園 ライオンズ公園・大谷田公園・五丁田公園・プリン公園（大谷田団地内） 

 

ママからの 

メッセージ 

当施設は、南向き最上階にあります。一日中日当たりもよく、たいへん静かな

環境で保育をすることができます。 

また、施設敷地内には、付属の大きな公園もありますので、毎日安心してのび

のびと楽しく運動することができます。 

環境はとてもよいので、子どもたちはストレスなく楽しく過ごすことができ

ます。 

連携保育園であるおおやたこども園には、毎月定期訪問をして保育園の子ど

もたちと一緒に遊んだりします。 

また、おおやたこども園の各種イベントにも積極的に参加しています。 

英語、中国語にも対応します。外国児童多数受託実績があります。 

季節の行事 
お誕生会・七夕・ハロウィン・クリスマス会・節分・ひなまつり 

身体測定（毎月） 

新型コロナウイルス感染症の状況により行事など変更になる場合があります。 

 

  
  



令和 5 年度版 施設紹介  ■保育ママ■ 

令和 5 年４月１日時点の情報です。最新の情報や詳細は、施設にお問合せください。 

施設を選ぶ際には見学をおすすめします。 

45 

茂呂
も ろ

 喜美子
き み こ

 

所在地 辰沼２－１－１５ 電話番号  

開所時間 ８：００～１７：００ 年齢層 ５０代 

給食 実施 ベビーカー 保管可 

資格 子育て経験 連携園 辰沼保育園 

開所年数 １２年 補助者 無 

利用公園 沖谷公園・辰沼公園・辰沼二丁目公園・佐野公園・佐野第三公園 等 

 

ママからの 

メッセージ 

一人ひとりの子供が、それぞれの発達過程にふさわしい生活リズムで、１日

を楽しく過ごせるよう環境を整えています。 

毎日、子供達の笑顔を楽しみに保育をしています。 

また、保護者の思いや意向を大切にし、連携をとりながら、子供の発達を支え

ます。 

季節の行事 
連携園のイベントにはよく行っています。 

（夏まつり・クリスマス会 等） 

新型コロナウイルス感染症の状況により行事など変更になる場合があります。 

 

 

 

  



令和 5 年度版 施設紹介  ■保育ママ■ 

令和 5 年４月１日時点の情報です。最新の情報や詳細は、施設にお問合せください。 

施設を選ぶ際には見学をおすすめします。 

46 

石塚
いしづか

 悦子
え つ こ

 

所在地 佐野２－１７－８ 電話番号 ５９３８－２６０５ 

開所時間 ８：００～１７：００ 年齢層 ５０代 

給食 実施 ベビーカー 保管可 

資格 保育士・幼稚園教諭・調理師 連携園 辰沼保育園 

開所年数 １１年 補助者 有 

利用公園 佐野公園・佐野児童館・佐野ゆめ公園・五丁田公園 等 

 

ママからの 

メッセージ 

大切な命をお預かりしている事を心掛けています。 

少人数の保育なので、ひとり一人の個性と発達に向き合いながら、のびのび

と成長できる環境を提供しています。 

ご家庭との信頼関係を大切にし、共に成長を見守っていきたいと思います。 

季節の行事 
季節の工作（七夕・ハロウィン・クリスマス・節分・ひな祭り 等） 

身体測定（毎月） 

新型コロナウイルス感染症の状況により行事など変更になる場合があります。 

 

本庁舎にある冊子には 

 顔写真も掲載しています。 

 
  



令和 5 年度版 施設紹介  ■保育ママ■ 

令和 5 年４月１日時点の情報です。最新の情報や詳細は、施設にお問合せください。 

施設を選ぶ際には見学をおすすめします。 

47 

藤田
ふ じ た

 圭子
け い こ

 

所在地 佐野２－２８－１０ 電話番号  

開所時間 ８：００～１７：００ 年齢層 ５０代 

給食 実施 ベビーカー 保管可 

資格 子育て経験・食品衛生責任者 連携園 六木保育園 

開所年数 １１年 補助者 有 

利用公園 佐野公園 他 

 

ママからの 

メッセージ 

保育士の資格はなく３人の子どもの子育て経験しかありませんが、お預かり

したお子さんや保護者の方々が安心して１日を過ごせるように、温かい家庭

的な保育をしていきたいと思っています。 

至らない点も多々あるとは思いますが、保護者の方々のご指導、ご協力をい

ただき私自身も日々成長出来るよう、お子さん達が毎日笑顔で過ごせるよう

努力していきたいと思っております。 

季節の行事 季節の製作・身体測定（毎月） 

新型コロナウイルス感染症の状況により行事など変更になる場合があります。 

 

本庁舎にある冊子には 

 顔写真も掲載しています。 

 
  



令和 5 年度版 施設紹介  ■保育ママ■ 

令和 5 年４月１日時点の情報です。最新の情報や詳細は、施設にお問合せください。 

施設を選ぶ際には見学をおすすめします。 

48 

鳥居
と り い

 智子
と も こ

 

所在地 中川２－１７－７ 電話番号 090-2406-0559 

開所時間 ８：００～１７：３０ 年齢層 ６０代 

給食 実施 ベビーカー 保管可 

資格 保育士 連携園 隅田学園 

開所年数 １４年 補助者 有 

利用公園 大谷田南公園・中川公園・亀有中川堤公園 

 

ママからの 

メッセージ 

・小さな集団の中で、お友達との関わりや戸外遊び、製作活動の楽しさを発

達に応じて知らせていきます。 

・どんなことでも相談できるような雰囲気で保護者の心に寄り添い、喜びを

共有し、安心して仕事ができるようにサポートします。 

・親も子も自信にあふれた姿になっていく様子を見るのがいきがいです。 

・野菜が苦手な子が、もりもり食べるようになり、レシピを保護者に配布し、

家庭でも作って、レパートリーが増えたと喜びの声もたくさん聞かれるよ

うになりました。 

季節の行事 

お誕生日会・避難訓練（毎月）・身体測定・人形劇鑑賞 

母の日・父の日・プール・水あそび・敬老の日・お別れ会 

季節行事（七夕・凧上げ・豆まき・おひなさまなど季節行事の製作など） 

保育参観と保護者の給食体験 

新型コロナウイルス感染症の状況により行事など変更になる場合があります。 

 

  

  



令和 5 年度版 施設紹介  ■保育ママ■ 

令和 5 年４月１日時点の情報です。最新の情報や詳細は、施設にお問合せください。 

施設を選ぶ際には見学をおすすめします。 

49 

赤松
あかまつ

 恵
めぐみ

 

所在地 中川３－３－２０－１０１ 電話番号 ５６１６－７０５５ 

開所時間 ８：００～１７：３０ 年齢層 ５０代 

給食 実施 ベビーカー 保管可 

資格 子育て経験 連携園 隅田学園 

開所年数 ９年 補助者 有 

利用公園 大谷田南公園・中川公園・亀有公園 

 

ママからの 

メッセージ 

家庭との信頼関係を大切にし、もう一つのお家のような家庭的な温かい環境

の中で、細やかな愛情を注ぎお子様の成長を一緒に見守っていきたいと思い

ます。子どもひとりひとりの思いや発達の過程を理解し、子どもの個人差に

十分に配慮した保育をしていきたいと思います。 

季節の行事 

お誕生日会・身体測定（毎月）・連携園行事に参加 

（５月） こどもの日    （１２月）クリスマス 

（７月） 七夕       （２月） 節分        

（１１月）作品展      （３月） ひなまつり 

新型コロナウイルス感染症の状況により行事など変更になる場合があります。 

 

  
  



令和 5 年度版 施設紹介  ■保育ママ■ 

令和 5 年４月１日時点の情報です。最新の情報や詳細は、施設にお問合せください。 

施設を選ぶ際には見学をおすすめします。 

50 

清宮
せいみや

 美紀
み き

 

所在地 中川４－８－３ 電話番号 090-7700-2249 

開所時間 ８：００～１７：００ 年齢層 3０代 

給食 実施 ベビーカー 保管可 

資格 子育て経験 連携園 聖母のさゆり保育園 

開所年数 ２年 補助者 有 

利用公園 大谷田南公園・親水公園 

 

ママからの 

メッセージ 

家庭的な環境の温かさやお友達との関わりの中で、一人一人の個性や発達を

大切にし、保護者家庭との信頼関係を築くことにより、子どもの成長を一緒

に見守っていきたいと考えています。 

季節の行事 お誕生日会・身体測定（毎月）・保育参観 

新型コロナウイルス感染症の状況により行事など変更になる場合があります。 

 

  

  

保育ママ 



令和 5 年度版 施設紹介  ■保育ママ■ 

令和 5 年４月１日時点の情報です。最新の情報や詳細は、施設にお問合せください。 

施設を選ぶ際には見学をおすすめします。 

51 

鶴町
つるまち

 美
み

輝
き

 

所在地 中川４－４１－３－１０１ 電話番号 ５６８２－３４３３ 

開所時間 ７：３０～１８：３０ 年齢層 ５０代 

給食 実施 ベビーカー 保管可 

資格 保育士 連携園 隅田学園 

開所年数 １３年 補助者 有 

利用公園 大谷田南公園 

 

ママからの 

メッセージ 

少人数ならではの、きめ細やかな保育を常に心掛け、個々の発達に応じて成

長を促していったり、季節や行事毎には、いろいろな素材や材料を使って製

作を楽しんでいます。 

『子どもは宝』健やかに元気に成長していく事を願って、保護者に寄り添い

一緒に子育てしていきましょう。 

季節の行事 
お誕生日会・ハロウィンパーティー・クリスマス会 

※１年を通して行事毎に製作を持ち帰りします。 

新型コロナウイルス感染症の状況により行事など変更になる場合があります。 

 

  
  


