
令和３年度版 施設紹介  ■認可保育所■ 

７４ 

株式会社 セリオ 

トレジャーキッズあやせ保育園 

開所年：平成３１年４月 

電話：６６６２－６８６８ 

綾瀬１－２９－９ 

 

開所時間 ７：００～２０：３０ ０歳児保育 生後５７日以上 

定員 
０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４,５歳 合計 

延長保育 生後５７日以上 
６ １０ １１ １１ ２２ ６０ 

園庭 

有 
０～２歳児保育室のテラスからその

まま出られる構造になっています。

夏はビニールプールを出し水遊びを

します。 代替遊戯場：伊藤谷公園 

常設プール 無 

118.40 ㎡ ベビーカー 保管可 

 

年間行事 毎月：誕生日会・避難訓練・身体測定・地域ふれあいひろば（園内開放） 

４～６月 
入園式・保護者会 

こどもの日の集い 
１０～１２月 

ハロウィン 

親子ふれあい遊びの会（運動会） 

幼児遠足・クリスマス発表会 

７～９月 
水遊び・夏祭り遊び 

敬老の日の集い 
１～３月 

保育参加（おやつ試食会） 

保護者会・節分の集い 

ひな祭り・卒園式 

※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・施設の特徴 園からのメッセージ 

駅から徒歩３分という立地ながら園周辺は閑

静で公園も多く環境に恵まれています。 

園舎は木にこだわり、床材やロッカー等も杉や

無垢の木を使用しているため、木の香りでいっ

ぱいです。今後は『木育』にも取り組んでいく

予定です。 

皆さまが安全・安心を心掛け、職員一同、温か

い声掛けと眼差しで一人ひとりに寄り添って

保育をしていきます。 

木の温もりの中、自然に触れ合いながら子ども

達の成長を共に保護者様と喜び合いたいと思

います。 

『また明日も保育園に行きたい』と思っていた

だけるよう職員一同、努力していきますので宜

しくお願い致します。 

  

令和３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。



令和３年度版 施設紹介  ■認可保育所■ 

７５ 

株式会社 チャイルドステージ 

チェリッシュ綾瀬保育園 

開所年：平成２９年４月 

電話：３６２８－７６６７ 

綾瀬３－１３－１ 

 

開所時間 ７：３０～２０：３０ ０歳児保育 生後５７日以上 

定員 
０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４,５歳 合計 

延長保育 
１歳の誕生日を 

迎えた翌月～ ６ １２ １２ １２ ２４ ６６ 

園庭 
無 

代替遊戯場：東綾瀬公園・ハト広場 
常設プール 無 

－ ベビーカー 保管不可 

 

年間行事 誕生日会・避難消火訓練・０歳児健診・食育教室 

４～６月 
入園式・歯科健診 

保護者会・全園児健康診断 
１０～１２月 

ハロウィン・芋ほり遠足 

七五三・クリスマス会 

交流給食・全園児健康診断 

７～９月 
七夕・夕涼み会・運営委員会 

運動会・引き渡し訓練・敬老の集い 
１～３月 

伝承遊び・節分・保護者会 

ひな祭り・運営委員会 

卒園お祝い会・お別れ遠足 

進級お祝い会 

※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・施設の特徴 園からのメッセージ 

綾瀬駅から徒歩４分の利便性の良い場所にあ

ります。園庭はありませんが、天気の良い日は

近隣の公園に散歩に出掛け、身体を動かす機会

を設けています。幼児クラスは、ネイティブ講

師の英語を体感しながら楽しんでいます。食育

は、五感を使って食に触れる経験を年齢に応じ

て取り入れています。 

『自信が持てる子』『心身ともに健やかな子』

『自分と友だちを大切にできる子』を保育目標

に、子どもの人権や意思を大切にしながら愛着

関係や自己肯定感の基礎を培います。集団生活

のなかで相手の思いに気づきながらも自己を

発揮し、たくましく生きる力が備わっていくこ

とを目指しています。 

  

令和３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。



令和３年度版 施設紹介  ■認可保育所■ 

７６ 

株式会社 Kids Smile Project 

キッズガーデン足立綾瀬 

開所年：平成３１年４月 

電話：６８０２－５３９０ 

綾瀬４－１７－４ 

 

開所時間 ７：００～２０：３０ ０歳児保育 生後５７日以上 

定員 
０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４,５歳 合計 

延長保育 満１歳～ 
６ １０ １０ １５ ３０ ７１ 

園庭 
無 

代替遊戯場：五兵衛公園 
常設プール 無 

－ ベビーカー 保管可 

 

年間行事 毎月：お誕生会・避難訓練・身体検査 など 

４～６月 入園式・進級式・保育参観 など １０～１２月 
運動会・遠足・ハロウィン 

クリスマス会・発表会 など 

７～９月 
七夕祭り・プール開き・夏祭り 

引き渡し訓練 など 
１～３月 

節分・ひな祭り・卒園式 

保育参観 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。 

保育・施設の特徴 園からのメッセージ 

キッズガーデン足立綾瀬は、５階建てのマンシ

ョンの１階部分が保育園となっています。 

遊び場として、園のすぐ北側には五兵衛公園が

隣接されており、地域の人達とも交流を持ちな

がら、どの年齢の子どもたちも思いっきり遊べ

る環境が整っています。 

人工知能に追い越される時代がやってきます。 

可能性を大いに秘めた子どもたち一人ひとり

の力を伸ばしていけるよう、保育環境を整え、

気づく力・行動する力・成し遂げる力を育てて

いきたいと思います。 

更に、子どもたち・保護者の方・職員の笑顔が

あふれる園づくりに努めてまいります。 

 

 

令和３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。



令和３年度版 施設紹介  ■認可保育所■ 

７７ 

株式会社 global child care 

あい・あい保育園綾瀬六丁目園 

開所年：平成３１年４月 

電話：６８０２－６７０５ 

綾瀬６－７－１３ 

 

開所時間 ７：００～２０：３０ ０歳児保育 生後５７日以上 

定員 
０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４,５歳 合計 

延長保育 満１歳以下要相談 
６ １２ １２ １３ ２７ ７０ 

園庭 
有 子ども達が「遊びこむ」ための環境

構成として、園庭に AINI（大型遊具）

を導入しています。 

常設プール 無 

220.00 ㎡ ベビーカー 保管可 

 

年間行事 毎月：お誕生日会・避難訓練・身体測定・０歳児健診 

４～６月 
入園式・お花見遠足・野菜の苗植え 

保護者参観・歯科健診 
１０～１２月 

運動会・ハロウィンイベント 

保護者参観・クリスマス会 

７～９月 七夕集会・プール・お月見 １～３月 
お正月遊び・節分集会・ひな祭り

わくわく遠足・卒園式 

※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・施設の特徴 園からのメッセージ 

子ども達にとっての「もう一つの家」をコンセ

プトに、華美になり過ぎないシンプルなデザイ

ンと、保育内容に合わせて柔軟な環境構成がで

きる広々とした空間、木目を基調とした落ち着

いた家庭的な雰囲気を大切にしています。 

沢山遊びこめる遊具がある園庭や、近くにある

公園を活用し、それぞれの発達に合わせ、伸び

伸びと体を動かしたり自然に触れたりするこ

とができる恵まれた環境です。 

当園では、子どもたちを「未来の力」と位置付

け、子ども達が将来、社会に貢献し、活躍出来

る存在となるために、保育理念のもと、「人間

関係の向上／社会力の育成」「精神衛生の向上

／養護力の育成」「身体機能の向上／人間力の

育成」を保育目標とし、取り組んでいきます。

そして、「子どもたちが現在を最も良く生き、

望ましい未来をつくり出す力の基礎を培う」 

笑顔と元気の溢れた園を創造していきます。 

  

 

 

令和３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。



令和３年度版 施設紹介  ■認可保育所■ 

７８ 

ライクアカデミー株式会社 

にじいろ保育園綾瀬 

開所年：平成３０年４月 

電話：５８４９－３４３５ 

綾瀬６－２０－７ 

 

開所時間 ７：００～２０：３０ ０歳児保育 生後５７日以上 

定員 
０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４,５歳 合計 

延長保育 生後５７日以上 
６ １０ １２ １８ ３６ ８２ 

園庭 
有 

代替遊戯場：東綾瀬公園 
常設プール 無 

－ ベビーカー 保管可 

 

年間行事 毎月：誕生日会・避難訓練・身長体重測定・０歳児検診・臨床心理士巡回 

４～６月 

入園式・進級式・子どもの日の集い 

保護者会・保育参加、参観 

幼児親子遠足 

１０～１２月 

引き渡し訓練・ハロウィンパーティー 

クリスマス会・幼児遠足 

発表会（幼児） 

７～９月 
七夕の会・夕涼み会・運動会（幼児） 

個人面談 
１～３月 

新年の集い・保護者会・保育参加、参観 

個人面談・節分の会・ひな祭り 

大きくなったね会・卒園式・お別れ遠足 

※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・施設の特徴 園からのメッセージ 

保育園の目の前に東京都が運営する東綾瀬公園があ

ります。綾瀬駅前から点在する広場を遊歩道が続き、

全長約２km にもなります。このように恵まれた環境

の中、健康的な体力作りに身体をたくさん使い、自

然と共存し生き物とも触れあいながら子どもたちは

楽しんでいます。園内では一年中、多くの生き物と

触れ合えるように玄関には【生き物コーナー】を設

置して情操教育に役立てています。保育室では、子

どもの主体性や遊びこむ集中力を育めるよう、子ど

もたちが自由に遊びを選択できる【コーナー保育】

を取り入れています。室内でじっくり遊んだり、様々

な経験を繰り返しながら、自分で考え行動すること

を大事にしながら日々を過ごしています。 

「暖かい空間（いえ）が人を育てる」 

子どもたちにとって、保育園は第二の家庭だと考えて

います。 

そんな空間の中、子ども達一人ひとりが主役として輝

けるように、子どもたちの成長を保護者の皆様と一緒

に喜び合える保育園でありたいと思います。 

園児、保護者の皆様が安心して、過ごせる場所、預け

られる場所であり、そして、何より子どもたちの「や

ってみたい」という積極的な気持ちを大事にする保育

園でありたいと考えています。 

  

令和３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。



令和３年度版 施設紹介  ■認可保育所■ 

７９ 

社会福祉法人 東中川会 

西綾瀬りりおっこ保育園 

開所年：平成２３年４月 

電話：３８４８－４７８５ 

西綾瀬４－２－４ 

 

開所時間 ７：００～２０：３０ ０歳児保育 生後５７日以上 

定員 
０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４,５歳 合計 

延長保育 満１歳～ 
９ １８ ２３ ２４ ４８ １２２ 

園庭 
有 砂利場・砂場と様々な感触を楽しめ、

固定遊具も充実 

常設プール 有 

644.00 ㎡ ベビーカー 保管可 

 

年間行事 毎月：誕生会・避難訓練・身体測定 

４～６月 
入園式・保護者会 

保育参観・個人面談 
１０～１２月 

運動会・敬老の集い（４,５歳児） 

発表会・クリスマス会 

７～９月 
お泊まり保育（５歳児） 

夏まつり・災害時引き取り訓練 
１～３月 

もちつき・節分の集い・お別れ会 

卒園式・お別れ遠足（５歳児） 

※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・施設の特徴 園からのメッセージ 

日当たりのよい、広い園庭があり四季折々の植

木や花が咲いています。 

又、２階にも広いテラスがあり、０～２歳児は

少しの時間でも外で遊ぶことができます。 

近くには沢山の公園や土手があり、伸び伸びと

遊べる環境です。 

「健康な子」「思いやりのある子」「意欲のある

子」を目標に保育を行っています。 

太鼓教室、手話教室、英語教室、体育教室など、

幼児期のうちにいろいろな経験をし、感性を養

っています。 

また、保護者との連携を大切にしお子さまの 

成長を見守っています。 

  

令和３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。



令和３年度版 施設紹介  ■認可保育所■ 

８０ 

足立区立 

あやせ保育園 

開所年：平成９年４月 

電話：３６２８－５６６０ 

東綾瀬２－９－１８ 

 

開所時間 ７：３０～１９：３０ ０歳児保育 生後５７日以上 

定員 
０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４,５歳 合計 

延長保育 満１歳～ 
１５ １９ ２４ ２４ ４８ １３０ 

園庭 
有 

砂場・壁面遊具 
常設プール 夏期のみ設置 

493.38 ㎡ ベビーカー 保管可 

 

年間行事 毎月：誕生会・避難訓練・身体測定 など 

４～６月 

入園式・保育参観・保護者会 

個人面談・こどもの日を祝う会 

運動会 など 

１０～１２月 

バス遠足・発表会 

お楽しみ会（サンタと遊ぼう会） 

など 

７～９月 
プール開き・七夕・プール閉まい 

秋まつり・引き取り訓練 など 
１～３月 

新年子ども会・節分・保育参加 

保護者会・ひな祭り・就学祝式 

進級式 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。 

保育・施設の特徴 園からのメッセージ 

平成３０年９月に、東綾瀬公園内に園舎が移転

しました。 

桜や新緑、紅葉など一年を通じて自然を身近に

感じることができます。 

室内は、自由に取り出して遊べる遊具や絵本 

コーナー、給食調理の様子をいつでも見られる

環境があります。 

また、区内在住の乳幼児の方が利用できる「病

後児保育」を行っています。（事前登録が必要。） 

公園内にある明るい園舎で、子どもたちは好き

な遊びを楽しみ、伸び伸びと過ごしています。 

あやせ保育園では、子ども一人一人を大切に、

笑顔あふれる園生活を送れるようにしていま

す。 

さらに、０歳児から５歳児が、日々の生活の中

で触れ合い、優しい気持ちや思いやりの気持ち

を育んでいます。 

  

令和３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。



令和３年度版 施設紹介  ■認可保育所■ 

８１ 

社会福祉法人 さかえ福祉会 

足立若葉保育園 

開所年：昭和４９年４月 

電話：３６２０－１５９２ 

東綾瀬１－１６－２１ 

 

開所時間 ７：３０～２０：３０ ０歳児保育 生後５７日以上 

定員 
０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４,５歳 合計 

延長保育 
園児の状況など 

相談の上、満 1 歳 ９ １５ ２２ ２４ ５０ １２０ 

園庭 
有 

土・砂利場・固定遊具 
常設プール 有 

513.73 ㎡ ベビーカー 要相談 

 

年間行事 毎月：誕生会・避難訓練 

４～６月 

就学祝い会・なかよし祭り 

４,５歳児合同遠足・開園記念 

プール開き 

１０～１２月 

運動会・遊戯会・餅つき 

クリスマス会食 

プラネタリウム遠足（５歳児） 

芋ほり遠足（５歳児） 

７～９月 

夏祭り・４歳児１泊保育 

プール指導 

５歳児日光夏合宿（２泊３日） 

引渡し避難訓練 

１～３月 

獅子舞が来る・正月遊び・節分 

ひな祭り・全体遠足・卒園式 

※日光冬合宿（希望制） 

※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・施設の特徴 園からのメッセージ 

近隣には沢山の公園があり、戸外・園外への活

動をなるべく多く取り入れている。 

年中では園に泊まる１泊保育があり、５歳児で

は２泊３日の奥日光への合宿（子ども達のみ）

を実施している。 

保育目標の「丈夫な身体は足腰から」を念頭に、

日々の保育を心掛けている。 

幼児クラスは講師を呼んで、体操指導を実施し

ています。 

戸外での活動の中で、草木や動植物と触れ合

い、命の大切さを学んで欲しいと考えている。 

又、体を動かしながら友達と関わりを持ち、

遊びを工夫する中で、協調性や創造性を高め、

感性豊かな成長を促していきたいと思う。 

  

令和３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。



令和３年度版 施設紹介  ■認可保育所■ 

８２ 

社会福祉法人 さかえ福祉会 

東部若葉保育園 

開所年：平成１７年４月 

電話：５６１３－０２３０ 

東綾瀬１－２５－２３ 

 

開所時間 ７：００～２０：３０ ０歳児保育 生後５７日以上 

定員 
０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４,５歳 合計 

延長保育 満１歳～ 
１０ １７ ２３ ２４ ４８ １２２ 

園庭 
有 鉄棒・すべり台・たいこ橋・ジャン

グルジム・砂場・自転車・三輪車 

常設プール 有 

354.35 ㎡ ベビーカー 保管可 

 

年間行事 毎月：誕生会 

４～６月 

就学祝い会（卒園児） 

子どもの日祝い会 

バス遠足（４,５歳） 

ほのぼの会（敬老会） 

１０～１２月 

運動会・プラネタリウム 

芋ほり遠足（５歳）・生活発表会 

クリスマス会 

７～９月 

プール開き・すいか割り・七夕 

日光お泊り保育（５歳） 

園内お泊り保育（４歳） 

引渡し訓練 

１～３月 

新年お楽しみ会・餅つき 

節分（豆まき）・ひな祭り 

卒園お別れ会・卒園式 

お別れ遠足・進級式 

※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・施設の特徴 園からのメッセージ 

日当たりの良い園庭と、近隣に緑豊かな公園が

たくさんあり、戸外活動も多くしています。 

また住宅街にあり、地域、近隣の皆様とも、元

気に挨拶を行い、保育園だけでなく、地域の力、

支えをいただける環境でもあります。 

人間としての土台を培う乳幼児期、丈夫な体づ

くり、きちんとした挨拶など、人としての大切

なことを身に付けます。 

子供たちの出来る力、可能性を広げ、出来た喜

びを職員も共に喜びあい、日々楽しく過ごして

います。 

  

令和３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。



令和３年度版 施設紹介  ■認可保育所■ 

８３ 

株式会社 恵・ＹＯＵ 

恵・ＹＯＵ保育園 

開所年：平成２９年４月 

電話：５６９７－２５９７ 

東綾瀬１－９－４プラザ白うめ 

 

開所時間 ７：００～２０：００ ０歳児保育 生後５７日以上 

定員 
０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４,５歳 合計 

延長保育 満１歳～（要相談） 
９ １２ １２ １２ ２４ ６９ 

園庭 
無 

代替遊戯場：下河原公園 
常設プール 無 

－ ベビーカー 保管可 

 

年間行事 毎月：お誕生日会・避難訓練・０歳児健診・温水プール（２歳児以上） 

４～６月 
入園式・足育 

虫歯予防デー など 
１０～１２月 

ハロウィン・発表会 

クリスマス会 など 

７～９月 

七夕・夕涼み会・すいか割り 

お泊まり保育（５歳児） 

防災の日・運動会 など 

１～３月 

お餅つき・節分 

成長展・ひなまつり 

卒園式 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。 

保育・施設の特徴 園からのメッセージ 

子ども自ら発達しようとする力を引き出し、可

能な最大限度まで発達させることを意図とした

環境を用意しています。 

緑の多い公園に恵まれ、公園散歩では自然に触

れ合いながら、散歩を楽しんでいます。 

保育理念「拓く力」に基づき、自ら課題を見つ

け、自ら考え行動ができる子どもの力を信じ、

子どもの気持ちに寄り添う保育を行っていま

す。 

保護者の方と一緒にお子さまの成長を見守り、

一緒に喜び、一緒に悩み、日々過ごしていきた

いと思っています。 

 
 

令和３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。



令和３年度版 施設紹介  ■認可保育所■ 

８４ 

足立区立 

東綾瀬保育園 

開所年：昭和４４年６月 

電話：３６０６－８８１１ 

東綾瀬２－１２－１３ 

 

開所時間 ７：３０～１９：３０ ０歳児保育 満６か月以上 

定員 
０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４,５歳 合計 

延長保育 満１歳～ 
１２ １９ ２５ ２５ ５２ １３３ 

園庭 
有 広い園庭には楽しい遊具と 

メダカ池など自然もいっぱいです。 

常設プール 有 

648.00 ㎡ ベビーカー 保管不可 

 

年間行事 毎月：誕生を祝う日・避難訓練・身体測定 

４～６月 

入園式・こどもの日・バス遠足 

春季健康診断・保育参加 

保護者会・個人面談 

１０～１２月 
運動会・秋季健康診断・発表会 

保育参加・お楽しみ会 

７～９月 

プール開き・七夕・夏まつり 

プールじまい・引き取り訓練 

ふれあい会 

１～３月 

新年子ども会 

保育参加・保護者会 

節分・ごっこあそび 

ひなまつり・就学祝い式 

※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・施設の特徴 園からのメッセージ 

南向きの広い園庭が特徴の平屋建ての保育園

です。園庭からは、毎日子ども達の元気な声

が聞こえてきます。広い園庭で一緒に遊ぶ中

で、小さいクラスの子ども達が大きいクラス

の子の姿にあこがれて真似をしたり、年上の

子が年下の子を思いやったりする自然な交流

が生まれています。東綾瀬公園の樹々や水路

など恵まれた自然の中で様々な「不思議」と

出会い、考えたり試したりすることを楽しん

でいます。 

豊かな体験と主体的な遊びを大切に、自然豊か

な近隣の環境や広い園庭を活かしながら、子ど

もの興味や関心に合わせて遊びの環境を整えて

います。保育者は子どもの「やってみたい」を

尊重し、教材や遊具などを整え、子ども達がや

ってみたいことが実現できるよう援助し、次の

意欲へとつなげていきます。 

また、保護者の方との信頼関係を基盤に地域の

方や小・中・高等学校との交流を広げ、地域で

子ども達の健やかな成長を支えています。 

  

令和３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。



令和３年度版 施設紹介  ■認可保育所■ 

８５ 

スターツケアサービス株式会社 

東綾瀬きらきら保育園 

開所年：平成２１年１０月 

電話：５６８２－２６２０ 

東綾瀬２－１７－８ 

 

開所時間 ７：３０～１９：３０ ０歳児保育 生後５７日以上 

定員 
０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４,５歳 合計 

延長保育 １歳児～ 
９ １５ １８ １８ ４０ １００ 

園庭 
有 自家菜園があり、広い園庭で 

のびのびと遊べる環境である。 

常設プール 無 

492.53 ㎡ ベビーカー 保管不可 

 

年間行事 毎月：誕生会・避難訓練 

４～６月 

ふれあい参観・クラス懇談会 

こどもの日会・交通安全教室 

定期健診・虫歯予防デー集会 

保育参観 

１０～１２月 

引渡し訓練 

４,５歳バス遠足（園児のみ） 

運動会・ハロウィン（園児のみ） 

秋祭り・定期健診・クリスマス会 

７～９月 
七夕会（園児のみ）・水遊び 

運営委員会 
１～３月 

保育参観・個人面談 

おたのしみ会・節分 

運営委員会・クラス懇談会 

ひなまつり会・お別れ会 

卒園式・お別れ遠足 

※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・施設の特徴 園からのメッセージ 

幼老複合施設として日々交流が持てる環境が

整っております。緑の多い公園に囲まれ、日当

たりのよい園庭や隣接している広場で伸び伸

びと子どもたちが遊べる環境です。 

体操教室や英語教室、科学遊び等保育の中に取

り入れています。遊びを通し様々な経験ができ

る取り組みをしています。 

「遊びを楽しめる子に・感情表現豊かな子に・

自ら考え行動できる子に」を目標に、子どもた

ちがいろいろな経験を通し、自主性を尊重し、

達成感を味わい、心も体も健やかに育つことを

大切にしています。 

保育園、保護者、地域の方々と協力し合ってい

きたいと思います。 

  

令和３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。



令和３年度版 施設紹介  ■認可保育所■ 

８６ 

社会福祉法人 敬仁会 

あやせババール園 

開所年：平成２７年４月 

電話：５６１３－８８５１ 

東綾瀬３－９－１ 

 

開所時間 ７：３０～２０：３０ ０歳児保育 生後５７日以上 

定員 
０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４,５歳 合計 

延長保育 生後５７日以上 
６ １０ １２ ２０ ４２ ９０ 

園庭 
有 砂場・固定遊具が充実。 

実のなる木がたくさんある。 

常設プール 有 

568.43 ㎡ ベビーカー 置き場有り 

 

年間行事 毎月：誕生会・身体測定・高齢者交流 

４～６月 

入園式・子どもの集い 

個人懇談・保育参観、参加 

遠足・保護者会・歯磨き指導 

１０～１２月 
運動会・発表会（２～５歳児） 

個人懇談・クリスマスお楽しみ会 

７～９月 
プール遊び・七夕の集い 

なつまつり・陽だまりの会（敬老祝） 
１～３月 

作品展・節分 

ひな祭り・保護者会 

保育参観、参加（０,１歳児） 

お別れ会・就学祝い式 

※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・施設の特徴 園からのメッセージ 

固定遊具や四季の植木で０歳児から５歳児ま

でそれぞれの発達に合わせ、伸び伸びと身体を

動かしたり自然に触れたりすることができま

す。 

幼児・高齢の複合施設で定期的な高齢者との交

流を大切にしています。 

また、近くの東綾瀬公園を活用し様々な体験か

ら興味関心につながる活動につなげています。 

乳児も幼児も戸外でたくさん遊ぶことが大切

です。 

そのため好きな遊びを存分に遊べる時間・場所

等の環境を工夫しています。 

その環境の中で心も体も健やかで、豊かな感性

を持ち、自分も周りの人も大切にできる子ども

を育んでいきます。 

ご家庭や地域との連携のもと子ども達がすく

すくと健やかに育つことを目標としています。 

  

令和３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。



令和３年度版 施設紹介  ■認可保育所■ 

８７ 

社会福祉法人 あらたま会 

東和保育園 

開所年：昭和５５年４月 

電話：３６２０－５５２５ 

東和１－１１－７ 

 

開所時間 ７：３０～１９：３０ ０歳児保育 生後５７日以上 

定員 
０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４,５歳 合計 

延長保育 １歳児～ 
９ １２ １６ ２０ ４３ １００ 

園庭 

有 遊具の種類 

滑り台・鉄棒・砂場・雲梯 

ジャングルジム 

常設プール 無 

268.00 ㎡ ベビーカー 保管不可 

 

年間行事 毎月：お誕生日会・避難訓練・身体重測定・０歳児健診 

４～６月 
入園式・子供の日集会 

虫歯予防集会 
１０～１２月 

運動会・七五三集会 

クリスマスお遊戯会 

７～９月 
七夕会・プール開き集会 

夏まつり 
１～３月 

新年子ども会・ひな祭り集会 

卒業式・修了発表会 

※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・施設の特徴 園からのメッセージ 

日当たりのよい園庭ではそれぞれの発達に合

わせ毎日身体を動かしています。 

３,４,５歳のクラスでは体操指導・ヒップホッ

プに外部講師を招き健康な体の基礎つくりを

目指しています。 

また隣接の畑を借り野菜の収穫体験などの食

育も行っています。 

乳幼児期は遊びの中からいろいろな経験を通し

て社会性や集中力も育っていきます。 

異年齢の交流と子どもの特性を大切にしなが

ら、家庭と協力しあい保育者、皆で関わり合い

を持ち心身の成長を見守っています。 

 
 

令和３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。



令和３年度版 施設紹介  ■認可保育所■ 

８８ 

ビーフェア株式会社 

ビーフェア東和親水保育園 

開所年：平成３０年４月 

電話：６８０２－５２９１ 

東和２－２６－９ 

 

開所時間 ７：００～２０：３０ ０歳児保育 生後５７日以上 

定員 
０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４,５歳 合計 

延長保育 生後５７日以上 
６ １０ １１ １１ ２２ ６０ 

園庭 
無 

代替遊戯場：第六天公園 
常設プール 無 

－ ベビーカー 保管可 

 

年間行事 毎月：お誕生会・避難訓練・身体測定・０歳児健診 など 

４～６月 

保護者会・児童健診 

端午の節句・４,５歳児遠足 

時の記念日・歯科検診 

保育参観・個人面談 など 

１０～１２月 
ハロウィン・児童健診 

保育参観・クリスマス会 など 

７～９月 

七夕の会・プール開き 

プール遊び・夏まつり・お月見の会 

３歳児遠足・運動会・引き渡し訓練

敬老の日 など 

１～３月 

節分の会・ひなまつりの会 

成長を祝う会（０～２歳） 

知育 English 発表会（３～５歳） 

卒園式・進級式・個人面談 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。 

保育・施設の特徴 園からのメッセージ 

空の見えるトップライトや１,２階の吹き抜け

を囲む青い小屋など子どもたちの好奇心をく

すぐる内装になっております。 

近隣にはたくさんの公園があり伸び伸びと身

体を動かしたり、自然に触れられる環境や地域

の方との交流を行っております。 

ひとりひとりとしっかり向き合い、豊かで安定

した情緒と、健全な心身の発達を援助します。 

日々の生活の中に能力開発レッスン、プログラ

ミングやネイティブスタッフによる English 

time を取り入れ、子どもたちの能力の素地を

作るだけでなく自然と沸き起こる知的好奇心

を満たすことをねらいとしています。 

子どもたちの“育つ力”を支援し、安全に安心

してのびのびと健やかに過ごせるよう職員一

同心を合わせて運営して参ります。 

  

令和３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。



令和３年度版 施設紹介  ■認可保育所■ 

８９ 

コンビウィズ株式会社 

コンビプラザ東和三丁目保育園 

開所年：平成１９年４月 

電話：５６１３－８０７０ 

東和３－１３－１ 

※０～２歳児のみ募集。３歳児クラスからは新たに利用申し込みが必要です。 

開所時間 ７：３０～２０：３０ ０歳児保育 生後５７日以上 

定員 
０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４,５歳 合計 

延長保育 生後５７日以上 
６ １０ １０ ５※ — ３１ 

園庭 
有 

代替遊戯場：内谷公園 
常設プール 

無（居住区分に 

温水プールあり） 

35 ㎡ ベビーカー 保管不可 

 

年間行事 毎月：お誕生日会 

４～６月 

入園を祝う会・こどもの日集会 

虫歯予防集会 

プラネタリウム鑑賞（３歳児） 

１０～１２月 
お月見集会・収穫祭 

ありがとうの会 

７～９月 

夕涼み会・スイカ割大会 

七夕集会・プール開き 

運動会 

１～３月 

お正月遊びの会・節分集会 

ひな祭り集会・親子クッキング 

茶話会・成長を祝う会 

お別れ遠足（２,３歳児） 

※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・施設の特徴 園からのメッセージ 

「お子さまたちのもうひとつのおうち」として、家

庭的で落ち着いた環境を提供し、お子さまの心身と

もに健やかな成長を促し、お子様同士の関係を育む

中で社会性を育てていきます。 

・園舎、園庭は決して広くありませんが、お子さま

の発達に合わせ、環境設定の見直しを都度行ってい

ます。また、お天気や体調を考慮しながら、ほぼ毎

日公園へ出かけ、十分に体を動かし丈夫な身体づく

りを行います。 

・１歳児クラスからは、食育活動の一環として、ク

ッキング保育、また年間を通して英語レッスンがあ

ります。２歳児クラスからは年間を通してスイミン

グと造形活動「アトリエ一歩」も始まります。 

ご家庭と社会とコンビを組んで、第二の家庭とし

て、子どものいる暮らしを幸せと思える社会づくり

のために貢献したいと考えます。 

乳児が中心の園ならではの、安全・安定した保育

者のお世話によって、お子さまが安心して過ごせる

よう気を配るとともに、お子さまの「今」を大切に、

未来を生きる力を育んでいきたいと思います。 

 

※2024 年度より、２歳児クラスまで受託の保育

園に変更になります。（３歳児クラスからも保育園

を希望される場合は申し込みが必要です。その際、

２歳児クラスの夏に先行利用調整が利用できま

す。） 

  

令和３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。 



令和３年度版 施設紹介  ■認可保育所■ 

９０ 

社会福祉法人 平和と善 

聖母のさゆり保育園 

開所年：昭和４５年１１月 

電話：３６２０－５３０９ 

東和４－１０－９ 

 

開所時間 ７：３０～１９：３０ ０歳児保育 なし 

定員 
０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４,５歳 合計 

延長保育 １歳児～ 
－ １４ １５ １５ ３０ ７４ 

園庭 

有 園庭が広く固定遊具充実（滑り台・ブラ

ンコ・ジャングルジム・鉄棒・登り棒・

太鼓橋など）芝生・砂利場・砂場等、 

金魚の池など自然物の感触も楽しめる。 

常設プール 無 

463.99 ㎡ ベビーカー 
保管可 

（１歳児のみ） 

 

年間行事 毎月：体操（外部講師）・保育参観（通年）・園外保育・食育活動（１～５歳児） 

４～６月 

イースターエッグ探し（３月の時も有） 

子どもの日の集い・マリア祭 

父母の会・４,５歳児春の遠足 

１０～１２月 

プレイデー(運動会)・3 歳児秋の遠足 

４,５歳児プラネタリウム見学 

七五三の集い・５歳児芋ほり遠足 

クリスマス会 

７～９月 

七夕集会・さゆり夏まつり 

水遊び・４,５歳児秋のバス遠足 

桔梗の会（敬老会）・５歳児キャンプ 

１～３月 

子ども新年会・節分会 

５歳児観劇会・ひなまつり集会 

卒園式・進級式 

※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・施設の特徴 園からのメッセージ 

キリストの教えに基づいた保育、小さい人を大切

に、色々なことに感謝できる心を育てる。 

また、モンテッソーリ教育を取り入れた縦割り保育

を実施。個々の発達や年齢に合わせた教具・教材を

準備し、個別活動を通して興味や関心のある活動を

自己選択しながら落ち着いて取り組める環境を整

え、個々の子どもの自立を促す。 

「一人でできるようになる子ども」を育てる。 

一人ひとりの子どもを尊重し、愛を持って関わり、

子どもが「自分でできるようになる」ために、保護

者の方と共に協力しながらあたたかい眼差しで見

守り、子どもの育ちのお手伝いをしていきましょ

う。子どもは自分の興味ある活動に集中して取り組

むことで満足感や充足感、「一人でできる」喜びを

感じ、いきいきと、のびのび生活しています。 

また、園庭が広いので、毎日体を動かして思いっき

り遊べます。 

  

令和３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。 



令和３年度版 施設紹介  ■認可保育所■ 

９１ 

株式会社 ソラスト 

ソラストあだち東和保育園 

開所年：令和２年４月 

電話：５８４９－３６７６ 

東和４－１２－５ 

 

開所時間 ７：００～２０：３０ ０歳児保育 生後５７日以上 

定員 
０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４,５歳 合計 

延長保育 生後５７日以上 
６ １０ １１ １２ ２４ ６３ 

園庭 
無 

代替遊戯場：東和親水公園 
常設プール 無 

－ ベビーカー 保管可 

 

年間行事 毎月：誕生会・避難訓練・食育活動・ＥＣＣ（英会話） など 

４～６月 
入園式・子どもの日の会 

保護者会 
１０～１２月 

親子遠足・勤労感謝の日 

おたのしみ会 

運動会 

７～９月 
プール開き・七夕会 

夏まつり・引き渡し訓練 
１～３月 

新年お祝い会・節分 

ひなまつり・卒園式 

※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・施設の特徴 園からのメッセージ 

「すべてはそこに暮らす子どもたちのために」

の保育理念のもと、「一歩一歩着実に、自分の

ペースで成長する子ども」を目標にし、ひとり

ひとりに寄添った保育を目指しています。 

施設は木のぬくもりを大切に、子どもたちにと

って「おうち」の延長線上のように過ごせるあ

たたかい雰囲気が特徴です。各階にテラスがあ

り、屋上でも遊べるようになっています。 

元気で笑顔いっぱいな子どもたちと職員で毎

日にぎやかな保育園です。 

日頃の保育では、子どもたちの主体性、自己肯

定感を育む保育を大切に、職員一丸となり取り

組んでいます。 

心と体の根っこの育つ大切な時期、ぜひそんな

貴重な子どもたちの成長期を一緒に見守らせ

ていただければと思います。 

  

令和３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。



令和３年度版 施設紹介  ■認可保育所■ 

９２ 

社会福祉法人 東児童福祉会 

東保育園 

開所年：昭和５６年４月 

電話：３６２９－６２１３ 

東和５－５－２３ 

 

開所時間 ７：３０～１９：３０ ０歳児保育 生後５７日以上 

定員 
０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４,５歳 合計 

延長保育 満６か月～ 
１２ １４ １６ １８ ４０ １００ 

園庭 
有 

代替遊戯場：稗田公園 
常設プール 無 

261.4 ㎡ ベビーカー 保管可 

 

年間行事 毎月：お誕生日会・避難訓練・身長体重測定・０歳児健診・お習字（５歳児） 

４～６月 

入園式・保育参観・子どもの日集会 

全園児健康診断・歯科検診 

親子遠足（３,４,５歳児） 

１０～１２月 

運動会・青空給食・保育参観 

お泊り保育・芋ほり遠足（５歳児） 

消防署見学・食育体験学習 

全園児健康診断・クリスマス会 

７～９月 

プール・七夕集会・食育体験学習 

夏のお楽しみ会・人形劇 

防災引渡訓練・地域交流（５歳児） 

お月見会 

１～３月 

新年子ども会・防犯安全教室 

お楽しみ発表会（２～５歳児） 

節分・新入園児健康診断・卒園遠足 

ひな祭り・卒園式・交通安全教室 

※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・施設の特徴 園からのメッセージ 

園は、日当たりも良く０,１歳児の教室の前にはラ

バー敷の広いベランダがありますので安心安全に

日向ぼっこができ、園庭には、滑り台と砂場があ

り元気よく遊べます。もちろん近くには広場や公

園があり、園外保育もよく取り入れております。 

安全面では、学校１１０番（警察へ通報）、民間警

備会社、監視カメラを設置し、門や調乳室などの

扉の取手は、高い位置にするなど随所に安全に配

慮をしております。 

家庭と園の連携をしっかりとり、子どもたちが、安

全で楽しくのびのびすごせるよう心がけて家庭の

ような雰囲気です。健康面では、看護師が常勤とし

て勤務しており、睡眠時呼吸チェックは、０～５歳

児は、保育士によるチェック（例えば０歳児は５分

間隔）及び０歳児に関しては常時監視する呼吸セン

サーのシエスタべべを導入しています。 

５歳児になりますと、就学に向けて習字の時間や、

文字、算数の学習時間もあります。 

  

令和３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。



令和３年度版 施設紹介  ■認可保育所■ 

９３ 

社会福祉法人 流山中央福祉会 

北綾瀬聖華保育園 

開所年：平成２７年４月 

電話：３６０５－２６８８ 

谷中１－３２－９ 

 

開所時間 ７：００～２０：３０ ０歳児保育 生後５７日以上 

定員 
０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４,５歳 合計 

延長保育 満１歳～ 
６ ２５ ２５ ２８ ５６ １４０ 

園庭 
有 遊具のある園庭の他に０,１歳児専用

の芝生の園庭があり、のんびり遊ん

でいます。 

常設プール 有 

299.12 ㎡ ベビーカー 保管不可 

 

年間行事 毎月：誕生日会・避難訓練・身体測定 

４～６月 

入園式・こいのぼり会 

クラス別保護者会・個人面談 

バス遠足（４,５歳児）・保育参加 

１０～１２月 

運動会・ほのぼの会・ハロウィン 

個人面談・さつまいも堀り遠足 

にこにこシアター・クリスマス会 

７～９月 
プール開き・七夕・夏まつり 

すいか割り・引き取り訓練 
１～３月 

お正月遊び・保護者会 

節分・お別れ遠足（５歳児） 

卒園式・進級式 

※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・施設の特徴 園からのメッセージ 

４つの柱＜１・丈夫な体 ２・広い社会性 

３・豊かな情操 ４・確かな基礎能力＞を基本

方針とし運営しています。 

３歳児クラスより専門の講師による体育指

導・英語指導があります。 

又、４,５歳児はヒップホップダンスもあり本物

に触れる多くの体験を取り入れ、四季折々の行

事を大切にし、様々な経験や関わりを体験から

学んでいきます。 

平成３０年６月に新園舎が完成しました。 

ピンク色の外観で各クラスの部屋の壁紙もと

てもかわいいピカピカの園舎です。定員も１４

０名に増え０歳児の保育も始まりました。 

のんびりとした職員と元気いっぱいの子ども

達で毎日にぎやかな保育園です。 

園の１番の自慢はおいしい手作り給食！ 

子ども達も職員も今日の給食は何かな？と 

とても楽しみにしています。 

  

令和３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。



令和３年度版 施設紹介  ■認可保育所■ 

９４ 

社会福祉法人 チェリー保育園 

チェリー保育園 

開所年：昭和４４年４月 

電話：３６０６－１２１２ 

谷中２－１６－１６ 

 

開所時間 ７：３０～１９：３０ ０歳児保育 生後５７日以上 

定員 
０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４,５歳 合計 

延長保育 満１歳～ 
６ １５ １９ ２０ ４０ １００ 

園庭 
有 

駅近ながらも十分な広さの園庭です 
常設プール 無 

292.00 ㎡ ベビーカー 保管可 

 

年間行事 毎月：誕生会・避難訓練 

４～６月 入園式・園外保育 １０～１２月 

園外保育・ハロウィンパーティー 

お買物ごっこ・お遊戯会 

クリスマス会 

７～９月 
縁日・プール開き・お泊まり保育 

スイカ割り・遠足・運動会 
１～３月 

まめまき会・お別れ遠足 

おわかれ会・ひなまつり会 

卒園式・園外保育 

※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・施設の特徴 園からのメッセージ 

・日当たりのよい南向き。 

・公園が近くよく散歩を取り入れている。 

・４,５歳児はリトミック、５歳児はその他に

体操教室や食育クッキングなどにとりくん

でいる。 

集団保育ならではの体験経験を多くとりいれ

自己の能力を十分に発揮しながら、情操豊かに

健やかな育成に取り組んでいます。 

  

令和３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。



令和３年度版 施設紹介  ■認可保育所■ 

９５ 

株式会社 global child care 

あい・あい保育園北綾瀬園 

開所年：令和２年４月 

電話：５８４９－３４０４ 

谷中４－１２－７ 

 

開所時間 ７：００～２０：３０ ０歳児保育 生後５７日以上 

定員 
０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４,５歳 合計 

延長保育 満 1 歳児以下要相談 
６ １０ １１ １１ ２２ ６０ 

園庭 
有 

代替遊戯場：沖谷公園 
常設プール 無 

— ベビーカー 保管可 

 

年間行事 毎月：お誕生日会・避難訓練・身体検査 など 

４～６月 
入園式・子どもの日の会 

全園児健康診断・歯科検診 
１０～１２月 

運動会・遠足・クリスマス会 

全園児健康診断 

７～９月 
プール開き・七夕・夏祭り 

AIAI レポート配布 
１～３月 

節分・ひな祭り・卒園式 

お別れ会・AIAI レポート提出 

※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・施設の特徴 園からのメッセージ 

子ども達にとっての「もう一つの家」をコンセ

プトに、華美になり過ぎないシンプルなデザイ

ンと、保育内容に合わせて柔軟な環境構成がで 

きる広々とした空間、木目を基調とした落ち着 

いた家庭的な雰囲気を大切にしています。 

沢山遊びこめる遊具がある園庭や、近くにある

公園を活用し、それぞれの発達に合わせ、伸び

伸びと体を動かしたり自然に触れたりするこ

とができる恵まれた環境です。 

当園では、子どもたちを「未来の力」と位置付

け、子ども達が将来、社会に貢献し、活躍出来

る存在となるために、保育理念のもと、「人間

関係の向上／社会力の育成」「精神衛生の向上

／養護力の育成」「身体機能の向上／人間力の

育成」を保育目標とし、取り組んでいきます。 

そして、「子どもたちが現在を最も良く生き、

望ましい未来をつくり出す力の基礎を培う」 

笑顔と元気の溢れた園を創造していきます。 

  

令和３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。



令和３年度版 施設紹介  ■認可保育所■ 

９６ 

株式会社 チャイルドステージ 

チェリッシュやなか保育園 

開所年：令和２年４月 

電話：５８４９－５９４５ 

谷中４－２０－１５ 

 

開所時間 ７：００～２０：３０ ０歳児保育 生後５７日以上 

定員 
０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４,５歳 合計 

延長保育 満１歳～ 
６ １０ １１ １１ ２２ ６０ 

園庭 
有 

草地の園庭があります。 
常設プール 無 

154 ㎡ ベビーカー 保管可 

 

年間行事 毎月：お誕生会・避難訓練・身体検査 など 

４～６月 

入園、進級お祝い会 

保護者会・離乳食相談会 

親子ふれあい DAY（乳児） 

１０～１２月 

園庭開放 

親子ふれあい DAY（幼児） 

郵便屋さんごっこ 

クリスマス集会・子育て相談会 

７～９月 

七夕集会 

トイレトレーニング相談会 

スイカ割り 

１～３月 

チェリッシュ祭・保護者会 

お別れ遠足（５歳） 

卒園お祝い会（５歳） 

※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・施設の特徴 園からのメッセージ 

園庭のある、明るい保育園です。 

改定された保育指針に沿った保育を実現させ

る為に、（特に幼児クラスは）クラスの枠に捕

らわれずに異年齢にて、子どもの主体性を重視

して、子ども自身が活動を選択していけるよう

な保育を実施します。 

走って転んだり、泥んこになって遊んだり、元

気に思い切り遊べる温かな保育園です。 

乳幼児にとって大切な事は、興味のある事に集

中して向き合い、協力したり工夫したり、時に

は失敗したりしながら、自然と「学びの姿勢」

を身に付けていく事と考えています。 

小さなケガを恐れず、衣服の汚れを気にせず、

思い切り探求心を満たしていける園を目指し

ていますので、小さなキズやお洗濯が多くなる

事にご理解頂けると幸いです。 

  

令和３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。



令和３年度版 施設紹介  ■認可保育所■ 

９７ 

社会福祉法人 清仁会 

隅田学園 

開所年：昭和４５年４月 

電話：３６０６－３３８８ 

中川４－３７－２２ 

 

開所時間 ７：００～１９：３０ ０歳児保育 生後５７日以上 

定員 
０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４,５歳 合計 

延長保育 １歳児～ 
６ １２ １８ ３０ ６５ １３１ 

園庭 
有 土・クッションシート・ゴムチップ 

砂場・鉄棒・複合遊具等も充実 

常設プール 無 

383.95 ㎡ ベビーカー 保管可 

 

年間行事 毎月：お誕生会・避難訓練・身体測定・０歳児健康診断 

４～６月 

入園式・始園式・鯉のぼり見学 

近隣小学校運動会参加・親子遠足 

歯科検診・健康診断 

１０～１２月 

運動会・健康診断 

芋掘り園外保育・作品展 

勤労感謝訪問・クリスマス発表会

交流音楽会 

７～９月 

七夕保育参観週間・プール 

異年齢児交流会 

災害引き渡し訓練・敬老訪問週間 

１～３月 

餅つき会・節分豆まき会 

ひなまつり発表会 

高齢者施設訪問・お茶会・お習字 

お別れ会・卒園式 

※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・施設の特徴 園からのメッセージ 

保育室・園庭・ホールを最大限活用した保育を

しています。近隣の大谷田南公園、都立中川公

園等を散歩や園外保育で活用。地域交流も盛ん

です。夏期は屋上園庭に大型プールを設置。オ

ール電化、全ＬＥＤ照明、０～３歳児室床暖房。

５歳児英語教室、４,５歳児スポーツ教室実施。 

園服・通園カバン、園児送迎バス（時間・場所

等制限有）、母の会（保護者会）があります。 

法人５１年目、学園７１年目を迎え、地域との

関わりを深く持ち続けています。屋外遊び等、

さまざまな体験を通した健康な身体作り、いろ

いろな製作活動等をしています。年間を通じた

さまざまな行事を通して、歌や遊戯、楽器演奏

や体験学習等により、自主性、創造力、社会性

や協調性を育てています。家庭と密接に連携を

取り合いながら、日々保育を行っています。 

  

令和３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。



令和３年度版 施設紹介  ■認可保育所■ 

９８ 

足立区立 

大谷田第一保育園 

開所年：昭和５２年６月 

電話：３６２９－０２４５ 

大谷田１－１－５－１０１ 

 

開所時間 ７：３０～１９：３０ ０歳児保育 満６か月以上 

定員 
０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４,５歳 合計 

延長保育 満１歳～ 
１０ １７ ２１ ２４ ５４ １２６ 

園庭 
有 のびのびと体を動かして遊べるよう

に工夫しています。 

常設プール 有 

560.37 ㎡ ベビーカー 保管可 

 

年間行事 毎月：誕生会・避難訓練・身体測定 

４～６月 
入園式・こどもの日・虫歯予防デー

保育参加・個人面談 
１０～１２月 

バス遠足・ジョイントコンサート 

発表会・お楽しみ会 

７～９月 
プール開き・夏まつり・運動会 

引き取り訓練 
１～３月 

新年子ども会・節分・保護者会 

ひなまつり・お別れ会・就学祝式 

進級を祝う会 

※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・施設の特徴 園からのメッセージ 

ＵＲ都市機構大谷田１丁目団地５号棟の１階

にあります。団地内のサクラやケヤキ等の木々

に囲まれて、自然に恵まれた環境の中で四季

折々の体験を楽しんでいます。日当たり良好な

広い園庭で、子どもたちはのびのびと遊んでい

ます。乳児用砂場も用意しています。 

また近隣には、保育園やこども園・小学校・中

学校・高等学校の教育機関があり交流が盛んで

す。 

子どもたちが自分から遊んでみたくなるよう

な、遊びの場づくりを大切にしています。子ど

もたちは夢中で遊ぶ中で、不思議、きれい、面

白いなどと感じ、豊かな感性を育んでいます。

保育者との信頼関係をもとに満足するまで遊

ぶ体験を通して、様々なことを感じ、考えてた

くさんのことを学び、遊びを発展させたり友達

とかかわる楽しさを感じたり出来るようにし

ていきます。 

  

令和３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。



令和３年度版 施設紹介  ■認可保育所■ 

９９ 

学校法人 小泉学園 

ナーサリースクールいずみ大谷田 

開所年：平成３０年４月 

電話：３６２９－０２４６ 

大谷田１－１－９－１０１ 

 

開所時間 ７：００～２０：３０ ０歳児保育 生後５７日以上 

定員 
０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４,５歳 合計 

延長保育 満２歳～ 
１０ １１ １５ ２３ ５０ １０９ 

園庭 
有 

砂場・ジャングルジム・滑り台 
常設プール 有 

655.79 ㎡ ベビーカー 保管不可 

 

年間行事 毎月：誕生会 

４～６月 
入園式・慣れ保育 

保育参観 
１０～１２月 

運動会・引き渡し訓練 

お遊戯会・お餅つき 

７～９月 敬老参観 １～３月 

歌留多大会 

保育参観・進級連絡 

卒業式・進級式 

※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・施設の特徴 園からのメッセージ 

ＵＲ都市機構大谷田団地９号棟の１階の保育

園。 

広い団地内は緑が豊かで静かな環境に恵まれ、

子どもたちは戸外遊びを毎日楽しみ、のびのび

と生活しています。 

近隣には小学校、中学校、高校があり教育的な

環境に恵まれ、地域との交流を積極的に行って

います。 

平成３０年度から民営として新たなスタート

を切りました。 

毎日の遊びとともに、音楽や言語、体育などの

教育・保育内容に取り組んでいます。 

人格形成の基礎を育む乳幼児期に、様々な生活

体験を通して自己肯定感を育み、子どもの健や

かな成長を家庭と共に協力して行っていきま

す。 

  

令和３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。



令和３年度版 施設紹介  ■認可保育所■ 

１００ 

株式会社 モード・プランニング・ジャパン 

足立北綾瀬雲母保育園 

開所年：平成３１年４月 

電話：５６９７－８１０１ 

大谷田５－２６－１９ 

 

開所時間 ７：００～２０：３０ ０歳児保育 生後５７日以上 

定員 
０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４,５歳 合計 

延長保育 相談の上 
６ １０ １１ １１ ２２ ６０ 

園庭 
有 

代替遊戯場：柳田公園 
常設プール 無 

136.02 ㎡ ベビーカー 保管不可 

 

年間行事 毎月：お誕生日会 ※年間行事は変更の可能性がございます 

４～６月 

４月：入園進級を祝う会 

５月：こどもの日 

６月：家族の日 

１０～１２月 

１０月：ハロウィン 

１１月：勤労感謝訪問 

１２月：クリスマス発表会 

７～９月 

７月：七夕・プール開き 

サマーフェスタ 

８月：プール遊び 

９月：運動会 

１～３月 

１月：初詣・お餅つき会 

２月：節分 

３月：卒園式 

※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・施設の特徴 園からのメッセージ 

地域の方々に見守られ、保育園と家庭と「一

緒に子育て」していきましょう。足立区は食育

に力を入れています。また雲母保育園は、特徴

として食育に力を入れている保育園です。この

環境は、小さい頃から「食」に対する関心度が

高まり、「食」の大切さを地域と共に育てること

ができます。季節や行事などを通して食への関

心を育て、日本の食文化が持つ素晴らしさを伝

えていきます。 

「自分物語のはじまり」今日を大切に生き、

未来を輝かせよう。たくさんの心揺さぶる豊

かな経験や体験を通して、自分だけの物語を

つくっていきましょう。関わる全ての大人も

子どもも、欠かせない存在です。自分を大切

に、出会っていく全ての人たちを大切にし、

１ページずつ重ねていきましょう。自分の人

生の主人公は、そう「自分」です。自分の物

語のはじまり、それが北綾瀬雲母保育園です。 

  

令和３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。



令和３年度版 施設紹介  ■認可保育所■ 

１０１ 

足立区立 

辰沼保育園 

開所年：昭和４６年９月 

電話：３６０５－２８０６ 

辰沼１－２－７－１０１ 

 

開所時間 ７：３０～１８：３０ ０歳児保育 なし 

定員 
０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４,５歳 合計 

延長保育 なし 
－ １６ １７ ２４ ５０ １０７ 

園庭 
有 自園の園庭に加え、園舎裏側の団地

公園を活用 

常設プール 有 

536.52 ㎡ ベビーカー 要相談 

 

年間行事 毎月：誕生会・避難訓練・身体測定 

４～６月 

入園式・保護者会・こどもの日 

春季健康診断・保育参観、参加 

個人面談 など 

１０～１２月 
保育参観、参加・ふれあい会 

秋季健康診断・発表会 など 

７～９月 
七夕・夏祭り 

引き取り訓練・運動会 など 
１～３月 

個人面談・保護者会・節分 

ひなまつり・お別れ会 

就学・進級を祝う会 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。 

保育・施設の特徴 園からのメッセージ 

都営住宅１階の保育園です。南向きの広い園庭

では、１歳から５歳までの子どもたちが朝から

元気に身体を動かして遊んでいます。子どもが

自分で遊びを選べるよう、遊具や教材が手に取

りやすいように配置する等、室内外の環境づく

りを工夫しています。 

園庭には季節の花や実のなる木があり、自然と

触れ合う中で虫探しや花びらを使った色水で

遊びを楽しみ、季節を身近に感じながら子ども

たちの豊かな心が育まれています。 

「丈夫な身体」「豊かな心」「考える力」を育む

ことを園目標にしています。 

保育士等との信頼関係を基盤に、一人一人の子

どもが主体的に活動し、自発性や探索意欲を高

められるようなかかわりを大切にしています。

遊びや生活の中で思い通りにいかないことに

出会った時にも、自分なりに工夫をしたり、友

達と考えを出し合ったりしながら試行錯誤し

て乗り越え、たくましく生き抜く力を培ってい

ます。 

  

令和３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。



令和３年度版 施設紹介  ■認可保育所■ 

１０２ 

足立区立 

六木保育園 

開所年：昭和４６年９月 

電話：３６０５－２７０９ 

六木１－５－１０－１０１ 

 

開所時間 ７：３０～１８：３０ ０歳児保育 なし 

定員 
０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４,５歳 合計 

延長保育 なし 
－ １５ １６ ２３ ４８ １０２ 

園庭 
有 乳児期、幼児期の成長に合わせ、 

遊具の工夫をしています。 

常設プール 有 

831.17 ㎡ ベビーカー 要相談 

 

年間行事 毎月：誕生会（４,５歳児）・避難訓練・身体測定 

４～６月 

入園式・春季健康診断・保護者会 

こどもの日・保育参観、参加 

バス遠足・個人面談・歯科健康診断 

１０～１２月 

運動会・秋季健康診断 

きらきら☆はっぴょうかい 

サンタさんといっしょ 

７～９月 
七夕・夏まつり・らいおんの日 

プールあそび・ふれあい会 
１～３月 

新年子ども会・節分 

保育参観、参加・保護者会 

ひなまつり・おわかれ会 

就学祝式・進級式 

※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・施設の特徴 園からのメッセージ 

近隣に小学校、保育園、幼稚園があり、連携

して子どもたちがさまざまな人や場と出会え

るようにしています。 

子どもが主体的に「物、人、こと」に関わっ

て生活し、豊かな体験を通して学ぶことができ

るような環境づくりを大切にしています。 

日当たりが良く広い園庭は、子どもたちが体

を動かして遊ぶことの楽しさを味わい、異年齢

のつながりを育む場となっています。 

保護者や地域のみなさんが、子どもを中心に

して温かい気持ちでつながり、笑顔があふれる

保育園でありたいと願い、絆を育む保育を大切

にしています。 

子ども一人一人を大切な存在として受容し、

人への信頼感や自己肯定感を育んでいます。ま

た、子どもたちが意欲的に生活し、楽しく遊ぶ

中で、さまざまな体験を通して学びを深めてい

けることを願い、保育をすすめています。 

  

令和３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。



令和３年度版 施設紹介  ■認可保育所■ 

１０３ 

社会福祉法人 高砂福祉会 

神明町保育園 

開所年：平成２５年４月 

電話：３６０５－２７３７ 

神明２－１０－４ 

 

開所時間 ７：００～２０：３０ ０歳児保育 生後５７日以上 

定員 
０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４,５歳 合計 

延長保育 満１歳～ 
９ １３ １５ ２０ ４３ １００ 

園庭 
有 砂場・鉄棒・すべり台・ジャングル

ジムなどがあり、たくさん体を動か

せる園庭です。 

常設プール 有 

778.71 ㎡ ベビーカー 保管不可 

 

年間行事 毎月：お誕生会・避難訓練・身体測定 

４～６月 
入園式・子どもの日集会 

バス遠足・虫歯予防デー 
１０～１２月 

運動会・ハロウィン 

いい歯の日集会・お花配り 

クリスマス発表会 

７～９月 
プール開き・七夕集会・夏祭り 

プール閉まい・引き渡し訓練 
１～３月 

新年子ども会・節分集会 

学習発表会・ひなまつり集会 

卒園式・進級式 

※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・施設の特徴 園からのメッセージ 

日当たりの良い園庭、プールが設置されていま

す。近隣には、自然に囲まれた公園も多く、伸

び伸びと過ごしています。 

近隣の小学校・保育園との交流も行い、地域で

育てあっています。また、音楽など、専任の講

師によるレッスンも保育に取り入れています。 

平成２５年４月より民営化となりました。イキ

イキ♡愛パワーの経営理念のもと、安心・安全

を第一にお子さまの５年１０年後を考え、それ

ぞれにあった保育カリキュラムを展開してい

きます。特に幼児クラスではＹＹプロジェクト

を導入し、お子さまの自立に向けて「生きる力」

を育てます。今後も、更により質の高い保育の

実現と子育て支援が求められると考え、運営し

ています。 

 
 

令和３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。



令和３年度版 施設紹介  ■認可保育所■ 

１０４ 

社会福祉法人 こころ福祉会 

きたあやせこころ保育園 

開所年：平成３１年４月 

電話：５８４９－５４３１ 

加平３－１２－８ 

 

開所時間 ７：００～２０：３０ ０歳児保育 生後５７日以上 

定員 
０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４,５歳 合計 

延長保育 満１歳～ 
１２ １５ １６ １８ ３６ ９７ 

園庭 
有 水遊び用スペースを兼ねた小さい 

スペースになります。 

代替遊戯場：加平第一公園 

プール 組み立て式プール 

46.85 ㎡ ベビーカー 保管可 

 

年間行事 毎月：誕生会・避難訓練・身体測定・０歳児健診 

４～６月 

入園式・こどもの日集会 

虫歯予防集会・歯科健診 

内科健診 など 

１０～１２月 

運動会・ハロウィン集会 

内科健診・保育参観 

クリスマス会 など 

７～９月 
七夕集会・プール開き 

引き渡し訓練・敬老の日集会 など 
１～３月 

年始の集い・節分会 

発表会・ひなまつり会 

卒園式・進級就学お祝い会 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。 

保育・施設の特徴 園からのメッセージ 

豊かなこころと元気な身体を育む経験や体験

ができる保育、こどもの感性を育む保育を目指

しています。また、集団生活において、みんな

で共に生活を送る楽しさを知り、その中で優し

さを共有し、笑いあうことの素晴らしさを大切

にしています。 

また、専門講師による体操教室、ダンス教室を

カリキュラムに取り入れ、楽しみながら体を動

かすことができます。 

「笑顔」を基本に、おもいやりのこころ、たの

しむこころ、しんじるこころを大切にし、年度

ごとに保育テーマを決めて取り組んでいます。

また、同年齢だけでなく、異年齢保育での活動

を通し、共に成長することのできる場面を多く

取り入れています。毎朝、全員で体操(月ごと

に曲を変更)を行い、友達と一緒に楽しく体を

動かしています。また、プランターでの食物栽

培を行い、食への興味を広げています。 

  

令和３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。



令和３年度版 施設紹介  ■認可保育所■ 

１０５ 

株式会社 みらいランド 

未来っ子保育園北加平町園 

開所年：平成３１年４月 

電話：６８０２－５６２１ 

北加平町５－２ 

 

開所時間 ７：００～２０：３０ ０歳児保育 生後５７日以上 

定員 
０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４,５歳 合計 

延長保育 満１歳～ 
６ １２ １２ １２ ２４ ６６ 

園庭 
有 砂場がある日当たりのよい園庭 

代替遊戯場：北加平公園 

常設プール 無 

— ベビーカー 保管不可 

 

年間行事 
毎月：誕生会・避難訓練・身体測定・給食体験・保育体験 

英語で遊ぼう（月 3 回）・わくわくリトミック（月 2 回） 

４～６月 

入園式・子どもの日・保育参観 

保護者会・春季健康診断・歯科検診 

園外保育（幼児組） 

１０～１２月 

引き渡し訓練・運動会・個人面談 

ハロウィン・おたのしみ会 

餅つき大会・秋季健康診断 

７～９月 
七夕祭り・プール開き・夕涼み会 

おじいちゃんおばあちゃんと遊ぶ会 
１～３月 

新年子ども会・節分・保護者会 

不審者対応訓練・ひな祭り 

リサイクル教室・卒園式・進級式 

※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・施設の特徴 園からのメッセージ 

静かな住宅地の中にあり、近隣には公園が多く

自然を身近に感じながら、戸外での散歩を楽し

むことができます。 

特別保育事業として専門講師による「わくわく

リトミック」「英語で遊ぼう」を０歳児クラス

から取り入れています。養護と教育の両面を 

保育の中でしっかり実践しています。 

丈夫で元気な子・思いやりのある優しい子ど

も・五感を養い感性豊かな子どもを目標に掲

げ、発達段階に即し個性を大切にした保育内容

を提供しています。また、子どもたちが「明日

も保育園にいきたい」と思う保育を実践し、大

切なお子様を安心して預ける環境を整え、保護

者と共に成長を見守っていきたいと考えてい

ます。未来を生きる子どもたちを全力で育み応

援していきます。 

  

令和３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。


