
令和５年度版 施設紹介  ■小規模保育■ 

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。 
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キングダム・キッズ鹿浜
しかはま

 

運 営 C2C Twinkle Academy 株式会社 

開 所 年 平成２６年４月 
所 在 地 
電話番号 

鹿浜２－５－３ ＧＫマンション１階 

５６４７－９２８１ 
 

開所時間 ７：３０～１８：３０ ベビーカー 保管不可 

定 員 
０歳 １歳 ２歳 合計 

０歳児保育 生後５７日以上 
４ ４ ４ １２ 

利用公園 島糀屋公園・都市農業公園・校趾公園・交通公園・土手 など 
 

年間行事 毎月：お誕生日会・避難訓練・身体測定 

４～６月 

こどもの日 

保育参観 

健康診断・歯科検診 

１０～１２月 

ハロウィン 

クリスマス 

健康診断 

７～９月 

七夕 

水遊び 

秋祭り 

１～３月 

節分・保育参観 

ひな祭り 

お別れ遠足・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 

環七通り沿いに面した、鹿浜橋近くの保育園

です。子ども主体の保育を大切に日々の保

育、季節の行事に取り組んでいます。 

土手が近いので沢山自然に触れあえ、植物や

生き物との関りが多くあるので、命の大切さ

が培われていきます。 

小規模保育園ならではの家庭的保育が特色の

保育園です。 

時代に添ったイベントごとも行っており、昨

年は保育園流 SDGｓを行いました。 

ゆったり、のんびりした雰囲気の中、子ども達

一人一人の人権、想いを尊重した保育を目指

し、日々の保育に取り組んでいます。 

子どもたちには、たくさんの“愛情”を持って 

寄り添う保育を行い、保護者の方と一緒に子ど

も達の成長を喜び、サポート出来る保育園を目

指しています。 

園の様子はインスタグラムにて公開しており

ます♪見に来てね♪ 
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キングダム・キッズ西新井
に し あ ら い

 

運 営 C2C Twinkle Academy 株式会社 

開 所 年 平成２３年４月 
所 在 地 
電話番号 

西新井１－２５－３ ディアヒルズ１階 

５６４７－９６５６ 
 

開所時間 ７：３０～１８：３０ ベビーカー 要相談 

定 員 
０歳 １歳 ２歳 合計 

０歳児保育 生後５７日以上 
6 6 7 １９ 

利用公園 築山公園・中郷公園・西中公園・さくら公園・たこ公園・蓮沼公園 
 

年間行事 毎月：誕生会・避難訓練・身体測定 など 

４～６月 
保護者会 

引渡訓練・健康診断 

歯科検診 など 

１０～１２月 
遠足（２歳児のみ）・ミニ運動会 

ハロウィン・クリスマス会 

健康診断 など 

７～９月 
七夕 

水遊び 

スイカ割り など 

１～３月 
節分・保護者会 

卒園式 

遠足（２歳児のみ） 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 

東武線「大師前駅」より徒歩５分。 

のどかな環境に恵まれた保育園です。 

遊びや生活習慣、職員やお友達との関わりを

通して、考える力を身につけ、協調性を学

び、成長する姿を大切にしています。 

当園のコンセプトでもある「共に感じ、学び、

成長する」ということを基本に、子ども一人一

人の成長のペースに合わせ保育を行い、子ども

の目線に立ちながら声かけや見守る事を大切

にしています。 

子ども、保護者、職員、みんなの笑い声が聞こ

える明るい園を目指しています。 
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第２てのひら保育園 

運 営 ＮＰＯ法人 ワーク・ライフ・バランス ラボ 

開 所 年 平成２７年３月 
所 在 地 
電話番号 

舎人１－２５－９ 

６８０３－１８８７ 
 

開所時間 ７：３０～１８：３０ ベビーカー 保管可 

定 員 
０歳 １歳 ２歳 合計 

０歳児保育 生後５７日以上 
5 7 7 １９ 

利用公園 馬車公園（入谷中郷北公園）・汽車公園（入谷中郷公園） 
 

年間行事 
毎月：英語で遊ぼう（毎月２、３回）・リトミック遊び（毎月２回） 

避難訓練・身体測定・高齢者施設訪問 

４～６月 
ママ会 

給食参観 
１０～１２月 

保育参観・運動会 

親子ふれあい遊び・入園説明会 

施設見学会・クリスマス会 

７～９月 
七夕まつり 

プール遊び・パパ会 
１～３月 

節分・保護者会・ひなまつり 

卒園式・入園式 

※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 

日暮里舎人ライナー「舎人駅」から徒歩３分
の場所の１階施設で、園舎面積は１６４㎡あ
り広いです。保育園から５００ｍ以内に８か
所の公園に恵まれていて、毎日の散歩や室内
プレイジムで、子どもたちの運動機能の発育
を促したり、区の統一献立を保育園で調理し
て温かな食事で、健康な体作りを行っていま
す。また、法人に看護師を配置して健康管理
も行っています。ＮＰＯ法人の運営趣旨であ
るワーク・ライフ・バランス（ママの仕事の
継続やパパの育児参加）を重視しています。 
２歳組で卒園後は、姉妹園「てのひらこども
園」（東京都認証保育所）の３歳児に入園可
能です。 

園児一人ひとりの発育に合わせた個別対応の
保育を行っています。設定場面では、成長状況
に応じたグループ保育を行っていますが、自
由遊びでは０歳児から２歳児が一緒の異年齢
保育を行っています。大きい子の真似をして
遊びが発展したり、赤ちゃんを慈しむ態度が
見えて、１９名の小規模ならではの異年齢保
育の良さを感じています。1・２歳児が対象で
すが、専門の講師を招いて「英語で遊ぼう！」
「リトミック」の教育プログラムを行ってい
ます。ご希望の方はお申し出ください。 
なお一時保育は、感染症流行期はお受けでき
ません。 
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てのひら保育園 

運 営 ＮＰＯ法人 ワーク・ライフ・バランス ラボ 

開 所 年 平成２４年４月 
所 在 地 
電話番号 

舎人１－２５－９ 

６８０３－１８８７ 
 

開所時間 ７：３０～１８：３０ ベビーカー 保管可 

定 員 
０歳 １歳 ２歳 合計 

０歳児保育 生後５７日以上 
５ ７ 7 １９ 

利用公園 馬車公園（入谷中郷北公園）・汽車公園（入谷中郷公園） 
 

年間行事 
毎月：英語で遊ぼう（毎月２、３回）・リトミック遊び（毎月２回） 

避難訓練・身体測定・高齢者施設訪問 

４～６月 
ママ会 

給食参観 
１０～１２月 

保育参観・運動会 

親子ふれあい遊び・入園説明会 

施設見学会・クリスマス会 

７～９月 
七夕まつり 

プール遊び・パパ会 
１～３月 

節分・保護者会・ひなまつり 

卒園式・入園式 

※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 

日暮里舎人ライナー「舎人駅」から徒歩３分
の場所の１階施設で、園舎面積は１３６㎡あ
り広いです。保育園から５００ｍ以内に８か
所の公園に恵まれていて、毎日の散歩や室内
プレイジムで、子どもたちの運動機能の発育
を促したり、区の統一献立を保育園で調理し
て温かな食事で、健康な体作りを行っていま
す。また、看護師配置での健康管理も行って
います。ＮＰＯ法人の運営趣旨であるワー
ク・ライフ・バランス（ママの仕事の継続や
パパの育児参加）を重視しています。 
２歳組で卒園後は、姉妹園「てのひらこども
園」（東京都認証保育所）の３歳児に入園可
能です。 

園児一人ひとりの発育に合わせた個別対応の
保育を行っています。設定場面では、成長状
況に応じたグループ保育を行っていますが、
自由遊びでは０歳児から２歳児が一緒の異年
齢保育を行っています。大きい子の真似をし
て遊びが発展したり、赤ちゃんを慈しむ態度
が見えて、１９名の小規模ならではの異年齢
保育の良さを感じています。1・２歳児が対
象ですが、専門の講師を招いて「英語で遊ぼ
う！」「リトミック」の教育プログラムを行
っています。ご希望の方はお申し出くださ
い。なお一時保育は、感染症流行期はお受け
できません。 
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ぱんだ保育園西竹の塚園
にしたけのつかえん

 

運 営 株式会社 サンライズクローバー 

開 所 年 平成２２年１１月 
所 在 地 
電話番号 

西竹の塚１－１７－１７ 

５６４７－８２８５ 
 

開所時間 ７：３０～１８：３０ ベビーカー 保管可 

定 員 
０歳 １歳 ２歳 合計 

０歳児保育 生後４３日以上 
2 8 9 １９ 

利用公園 大境公園・伊興前沼公園・西竹の塚団地内公園 
 

年間行事 誕生会・避難訓練・防犯訓練・身体測定・音楽教室 

４～６月 
お花見散歩 

こどもの日 

保護者会 など 

１０～１２月 
親子遠足（２歳児） 

ハロウィン・お買い物ごっこ 

クリスマス会 など 

７～９月 
七夕（笹飾り） 

プール遊び・お祭りごっこ 

バザー など 

１～３月 
クッキー作り 

節分（豆まき）・ひな祭り 

お別れ遠足（２歳児） 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 

竹ノ塚駅西口より徒歩２分にある保育園で

す。 

子どもたちと地域の人々とのふれあいを大切

にし、子どもたちの笑顔があふれる明るい温

かい保育園づくりを目指しています。 

家庭的な雰囲気の中で、子どもたち一人ひと

りの個性を引き出しながら、様々な遊びや体

験を通して、子どもたちの豊かな心を育てて

いきたいと思っています。 

  

 


