
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。 

52 

田口
た ぐ ち

 ひろ
ひ ろ

子
こ

 

所在地 六町３－７－３３ 電話番号 ３８８３－６５５７ 

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 子育て経験 連携園 六町あづま保育園 

開所年数 １２年 補助者 有 

利用公園 六町駅前公園 

 

ママからの 

メッセージ 

心身ともに健康で基本的生活習慣を身につけられるようお手伝いをします。 

一人一人の個性を大切にし、人間性豊かな、想像力を育てる保育をします。 

思いやりをもって、だれとでもなかよくあそべるよう見守っていきます。 

季節の行事 お誕生日会・身体測定（毎月）・季節の行事 

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。 

53 

佐藤
さ と う

 志
し

信
のぶ

 

所在地 南花畑２－３１－１５－４０１ 電話番号 090-2569-5761 

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 南保木間保育園 

開所年数 ８年 補助者 有 

利用公園 東保木間一丁目公園・スポーツセンター公園 他 

 

ママからの 

メッセージ 

お預かり人数は３名と少人数です。 

補助者と協力し合い、一人ひとりのお子さんを大切にした明るく元気な保育

をしています。 

ゆったりとした雰囲気の中、十分なふれあい遊びを通して、温かくきめ細や

かな支援を心掛けています。 

公園や近隣の保育園の園庭で開放感を味わいながら身体を動かしたり、楽し

い行事に参加し交流を楽しんでいます。 

ご家庭とは悩みや不安を共有し、理解し合える信頼関係を大切に、お子さん

の成長を一緒に喜び見守っていきます。 

季節の行事 
お誕生会・プール・ハロウィン・連携施設にてクリスマス会・豆まき 

運動会・エアーハウス 

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。 

54 

前田
ま え だ

 美保子
み ほ こ

 

所在地 南花畑３－２７－４ 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 幼稚園教諭 連携園 東花畑保育園 

開所年数 １５年 補助者 有 

利用公園 下沼公園 

 

ママからの 

メッセージ 

一人ひとりのお子さんの成長を見守りながら大切に、お預かりさせていただ

きます。 

晴れの日は戸外遊びを中心に、雨の日は製作活動、集団遊びなども保育に取

り入れて、お友達と遊ぶ楽しさや、何かを作る楽しさを一緒に共感していき

ます。 

手遊びや絵本の読み聞かせを毎日の保育に取り入れています。 

家庭との信頼関係を大切にして、一緒に成長を見守っていきたいと思います。 

季節の行事 

お誕生日会・七夕・ミニ運動会（児童館にて）・秋の遠足 

節分・ひなまつり会・お別れ遠足（生物園） 

＜親子参加イベント（土曜日）＞ 

給食試食会（５月）・茶和会（７月）・親子ハロウィンパーティー（１０月） 

親子クリスマス会（１２月）・親子お別れ会（３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。 

55 

酒井
さ か い

 弘美
ひ ろ み

 

所在地 花畑２－１０－１２ 電話番号 ３８５９－０１３２ 

開所時間 ８：００～１７：００ 年齢層 ４０代 

給食 実施 ベビーカー 保管不可 

資格 子育て経験 連携園 レイモンド花畑保育園 

開所年数 １２年 補助者 無 

利用公園 かしの木公園・あいぐみ公園・花六東公園・前通り公園 

 

ママからの 

メッセージ 

子どもたちが笑顔で幸せに育ちますように。 

そして、そのご家族が、温かく楽しい毎日を過ごせますように。 

そんな子育てのお手伝いができたらと思っています。 

季節の行事 お誕生日会・ピクニック・豆まき 

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。 

56 

平山
ひらやま

 奈
な

穂子
お こ

 

所在地 花畑３－１２－８－１０３ 電話番号 ３８５０－３６６９ 

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 レイモンド花畑保育園 

開所年数 １０年 補助者 有 

利用公園 前通り公園・あいぐみ公園・下沼公園・花畑公園 

 

ママからの 

メッセージ 

一人ひとりのお子さんの気持ちに寄り添い、何を求めているのかをよく観察

し、わくわくする遊びの体験ができるよう知恵をしぼり、私自身も楽しんで

います。楽しい体験が安心・安定した心となり、健やかな成長へと繋がると考

えています。 

「保育ママって？」と思われている方も、是非一度お気軽に見学にいらして

ください。花畑中学校北門より徒歩３分です 

 

保育室の HP があります。QR コード → 

又は「足立区ひだまりおうちえん」で検索 

季節の行事 

お誕生日会・季節の行事（七夕・ハロウィン・クリスマス・ひな祭りなど） 

夏の何日間か大きいプール（補助２人ついて）の水遊び 

（普通サイズのプールは暑い日と体調をみていつでもやっています） 

身体測定（毎月）・保護者会・給食試食・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。 

57 

橋詰
はしづめ

 美智代
み ち よ

 

所在地 花畑３－２３－１１ 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 保管不可 

資格 
保育士・幼稚園教諭 

食品衛生責任者 
連携園 レイモンド花畑保育園 

開所年数 １３年 補助者 有 

利用公園 
花畑公園・元渕江公園・スポーツセンター公園 

中組公園・ビオトープ公園・前通公園 等 

 

ママからの 

メッセージ 

こんにちは！保育ママの橋詰です。保育士・幼稚園教諭の経験と合わせて、我

が子（男１人、女１人）の子育て経験があります。補助者も、保育士・幼稚園

教諭・看護師・学童保育指導員・子育て経験者がそろっています。「毎日が遠

足！」をモットーに足立区内と草加市の公園２０カ所を巡り、子どもたちの

新しい出逢いと初めての体験を大切にしています。 

保育室は「アンパンマンと鏡のお部屋」テラスに「ままごとシステムキッチ

ン」着せ替えできる「ふわふわドール」など、手づくりのおもちゃがいっぱ

い！ 

子どもたちと一緒に、季節の製作も楽しんでいます。 

季節の行事 
お誕生日会・お花見・こどもの日・プール開き・ハロウィン 

紅葉狩り・どんぐり拾い・クリスマス会・節分・ひな祭り 

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。 

 

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。 

58 

太田
お お た

 佐知子
さ ち こ

 

所在地 花畑３－３６－３ 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 幼稚園教諭 連携園 レイモンド花畑保育園 

開所年数 ８年 補助者 有 

利用公園 仲組公園・花畑公園 他 

 

ママからの 

メッセージ 

・保護者に代わり愛情を注ぎながら、集団生活にスムーズに入れるよう、基本

的生活習慣（食事・睡眠・排泄・清潔・衣服の着脱に挨拶・片付けを加えて

指導）を身につけ、行事や季節を通して子ども１人ひとりの個性を伸ばし

ながら生活を見守っていきます。 

 

・幼稚園教諭・託児所そして子育ての経験を生かし、保護者の相談にのりま

す。 

季節の行事 

花見・どんぐり拾い・雪あそび等、雨天以外、戸外あそびで季節を感じる。 

お誕生会・避難訓練（毎月）・身体測定（毎月） 

こいのぼり製作・七夕製作・水あそび・ハロウィンパーティー 

クリスマス会・正月あそび・豆まき・ひなまつり製作 

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。 

 

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。 

59 

冨田
と み た

 恵子
け い こ

 

所在地 保木間１－１８－７－１０１ 電話番号 ５２４２－５２２２ 

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 連携園 竹の塚保育園 

開所年数 ８年 補助者 有 

利用公園 糯田公園・元渕江公園 

 

ママからの 

メッセージ 

アットホームな雰囲気の中で、安心感のもてる環境作りを大切にしています。 

一人一人の発達や性格、それぞれの生活リズム、その時々の気分や体調、興味

に丁寧に応じられるよう配慮しています。 

季節の行事 
お誕生会・お花見・こどもの日お祝い会・笹飾り・お月見会 

ハロウィンパーティー・クリスマス会・凧あげ・豆まき 

身体測定・保育園地域開放 

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。 

60 

大野
お お の

 加代子
か よ こ

   令和 7 年３月末 廃業予定 

所在地 保木間３－２－１２－２０４ 電話番号 ３８８５－８６８７ 

開所時間 ８：００～１８：００ 年齢層 ６０代 

給食 未実施 ベビーカー 保管可 

資格 保育士・幼稚園教諭 連携園 保木間保育園 

開所年数 １９年 補助者 有 

利用公園 八ツ口公園・カエル公園・元淵江公園・第一団地内公園 

 

ママからの 

メッセージ 

保育士経験を生かし、一人ひとりの月齢や個性に添った保育を目指していま

す。 

「今日はどの公園に行こうか」と子供たちと話をしながら午前中は、公園や

生物園、住区センターに散歩に行きます。 

お友達と楽しく関わりながら、のびのび成長してほしいと願っています。 

いつでも見学にいらしてください。 

季節の行事 
連携園でのクリスマス会・新年会・節分 

施設内では誕生会・七夕・ハロウィン・クリスマス・節分・ひな祭り 

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。 

61 

清水
し み ず

 昌
まさ

美
み

 

所在地 保木間５－１１－３ 電話番号 ５８５６－５７８５ 

開所時間 ８：００～１７：００ 年齢層 ４０代 

給食 実施 ベビーカー 保管可 

資格 保育士 連携園 西保木間保育園 

開所年数 １０年 補助者 有 

利用公園 保木間四丁目公園・花畑公園 

 

ママからの 

メッセージ 

０～２歳児（３歳になるお子さん）の時期は、どれだけ、甘えや要求を信頼で

きる人に受け入れてもらえるかによって、その後の幼児期や学童期への成長

にかかわってくると思っています。 

又、成長というのは目に見えるものだけでなく内面が重要であると思ってい

ます。 

その大きな役割を保護者の方と共に一緒に担って、大事なお子さんを温かく

見守っていければと思っています。 

季節の行事 
特別行っておりませんが、参加できる時には児童館で行われている行事に参

加しています。 

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。 

 

  
  



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。 

62 

梅津
う め つ

 真帆
ま ほ

 

所在地 東保木間２－１７－１２－１０３ 電話番号 ３８６０－１５５７ 

開所時間 ８：００～１７：００ 年齢層 ４０代 

給食 実施 ベビーカー 保管可 

資格 子育て経験 連携園 東花畑保育園 

開所年数 ９年 補助者 有 

利用公園 スポーツセンター公園・淵江公園 

 

ママからの 

メッセージ 

一人一人の成長に合わせ豊かな感性と創造性、スキンシップや語りかけ、戸

外遊びを行う事で自立の手助けをします。 

保護者との信頼関係を大切にして、ゆっくり子どもの成長を見守っていきま

す。 

地域のコミュニティを大切にしていきます。 

研修など積極的に参加し、得た知識や情報を活かした保育を目指します。 

季節の行事 

お誕生日会・七夕・ミニ運動会（児童館にて）・クリスマス会・プール遊び 

各保育園への園庭開放・住区センターの各行事に参加 

 

身体測定（毎月）避難訓練（毎月） 

毎月製作しています。 

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。 

 

  

  

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。 

63 

大野
お お の

 真由美
ま ゆ み

 

所在地 一ツ家３－１９－１０ 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 連携園 東栗原保育園 

開所年数 １３年 補助者 有 

利用公園 
一ツ家第四公園・中央公園・一ツ家第一公園 

一ツ家第三公園・栗島公園・平野公園・平野三丁目公園 

 

ママからの 

メッセージ 

一人ひとりの性格や成長過程に応じて、ゆったりと関わることを心がけてい

ます。 

お子さんがのびのびと安心して過ごせるよう常に温かみのある声かけを大切

にし、笑顔あふれる環境を作っています。 

季節の行事 

お誕生会・野菜収穫体験（６月・12 月親子参加）・節分 

ハロウィン・クリスマス会・身体測定（毎月） 

その他、支援担当園（東栗原保育園）や愛隣保育園・児童館などの行事へ参加

させてもらっています。 

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。 

 

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。 

64 

木村
き む ら

 信子
の ぶ こ

 

所在地 平野３－２０－２１ 堀口方 電話番号 080-5656-4215 

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 中島根保育園 

開所年数 ２６年 補助者 無 

利用公園 
平野三丁目アパート公園・平野三丁目団地公園 

平野公園・六月町アパート第一公園（やさい公園） 

 

ママからの 

メッセージ 

日々の保育の中で子どもの言葉や行動などから、子どもの思いや気持ちをし

っかり受け止めて、一人ひとりに合ったのびのびとした保育をさせていただ

きます。 

保護者と相談しながら子どもの様子や成長を見守り、援助をさせていただき

ます。 

季節の行事 お誕生日・ハロウィン・クリスマス・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。 

65 

水嶋
みずしま

 淳子
じゅんこ

 

所在地 島根２－３３－６－１０２ 電話番号 ３８５８－８３０４ 

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 保育士・幼稚園教諭 連携園 平野保育園 

開所年数 ２６年 補助者 有 

利用公園 
元渕江公園（生物園を含む）・さくら公園 

保木間公園・島根公園・ふれあい公園 等 

 

ママからの 

メッセージ 

家庭的な雰囲気の中で、保育ママ、登録補助者、任意の補助者、その家族や地

域の方々に見守られながら子どもが本来持っている柔軟な心や、好奇心を大

切にし、一人一人の個性に添った保育を心がけています。 

少人数なのできめ細かい配慮やケアが出来、お子様に気持ち良く、そして楽

しく過ごして頂ける場所でありたいといつも思っています。 

保育士をしていた経験や、子育て経験、そして今まで保育ママとして過ごし

てきた経験を生かして、保護者の方々が安心して仕事や子育てが出来る様、

お手伝い出来たらと願っています。 

又、現在、コロナウイルス対策として、室内及び備品、玩具等の消毒は、徹底

して行っておりますので、御安心ください。 

季節の行事 
お誕生日会・クリスマス会・節分会 等 

今はコロナ禍なので保育園や児童館へと足を運べませんが、コロナ感染の 

不安がなくなりましたら、そういう所へも行きたいと思っています。 

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。 

 

  

  



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。 

66 

本間
ほ ん ま

 洋子
よ う こ

 

所在地 竹の塚２－８－４ 電話番号 ６３２２－５６０４ 

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・英語検定２級 連携園 渕江保育園 

開所年数 １１年 補助者 無 

利用公園 
第六・七・八・九公園・栗六公園 

保木間公園・竹の塚第二団地内公園 

 

ママからの 

メッセージ 

ご家庭と力を合わせ、お子様の心に寄り添いながら子育てを支援します。戸

外を中心に自然に触れ、体を動かし季節感を大切にします。 

オフィス勤務歴１３年、保育園勤務歴２年、子育てと保育ママの経験を 

フル稼働して保護者様とお子様をサポートします。 

※英語の読み書き、会話が多少できます。 

季節の行事 

身体測定（毎月） 

連携園・児童館等のイベントに参加します。 

お話会・幼児工作・クリスマス会・お正月のつどい・節分のつどい 

ひなまつり会 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。 

 

  

  



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。 

67 

宮城
み や ぎ

 明美
あ け み

 

所在地 西保木間４－１３－８－４１１ 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 保管可 

資格 保育士・幼稚園教諭 連携園 水神橋保育園 

開所年数 １６年 補助者 有 

利用公園 公社公園・谷塚公園 

 

ママからの 

メッセージ 

毛長川の遊歩道・公園・児童館（西保木間児童館）・そして隣は連携園の水神

橋保育園・天候の悪い日はマンション内のキッズルームと立地条件に恵まれ

ています。 

保育園での経験や研修を生かし、子ども一人ひとりに寄り添い、保護者との

信頼関係を大切にし一緒に子育てをします。 

地域の子ども達とのかかわり、つながりも大切にします。 

季節の行事 

保育園の誕生会・なかよし広場（どろんこあそび・水あそび・ハロウィン 

クリスマス・節分・ひなまつり etc） 

児童館のお誕生会・クリスマス会・節分・ひなまつり・身体測定 etc 

施設・子どもの日・母の日・父の日・七夕・クリスマス etc の製作 

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。 

 

本庁舎にある冊子には 

 顔写真も掲載しています。 

 

  


