
所在地 ★保育方針★

電話番号 0194-53-2582 ＦＡＸ 0194-53-2622

ホームページ

代表者(理事長) 野田口　茂 園長 畑中　美登里

利用定員 50名 保育開始年齢 生後３ヶ月～ ★特徴★

子育て支援事業

　　　　　　　　　　

所在地 ★教育・保育方針★

電話番号 0194-53-1295 ＦＡＸ 0194-76-2296

ホームページ

代表者(理事長) 土屋　滋 園長 田高　美恵子

利用定員 100名 保育開始年齢 生後3ヶ月～ ★特徴★

特別保育

（私立） 長内保育園
久慈市長内町１６－７４－７

http://hatakedahoikukai.com

開園日・時間

●月～土曜日　

　◆基本・標準時間／午前７:30～午後６:30

　　　　　短時間　／午前８:30～午後４:30

　◆延長・標準時間／午後６:30～午後７:00

　　　　　短時間　／午前７:30～午前８:30

・一時預かり：月～金曜日　午前９:00～午後４:00

・全園児：完全給食

子育て支援事業
・親子教室８回　・なかよしデー５回　・ﾊｯﾋﾟｰｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ11回
・園庭開放：未就園親子・在園児親子（土、日、祝日を除く）
・地域園庭開放：６回（土曜日、未就園親子）・子育て相談

　　　　　短時間　／午前８:30～午後４:30

（私立） 幼保連携型認定こども園久慈幼稚園

特別保育

給食

開園日・時間

　◆延長・標準時間／午後６:00～午後７:00

※預かり・延長保育料：30分100円、月3,000円

給食

・１・２号認定：米飯持参、ﾊﾞｲｷﾝｸﾞ給食：年12回実施

　　　　　短時間　／午前７:00～午前８:30

・３号認定：完全給食

　　　　　　　　　　午後４:30～午後７:00

●１号認定（満３歳以上・教育）：月～金曜日

　◆基本・標準時間／午前９:00～午後3:00

・食物アレルギー：相談のうえ対応可

　◆基本・標準時間／午前７:00～午後６:00

1 子どもたち一人ひとりを大切にし、保護者の気持ちに寄り添い、地域に開かれ
た施設づくりに努めます。
2 全ての子どもたちの健やかな成長のために、職員の専門性と資質を高め、望ま
れる保育内容の充実に努めます。
3 地域と連携し多様な体験や交流機会の充実に努めます。

月1回、講師の方による囲碁教室と運動遊び、地域の方によ
る読み聞かせを実施。毎月の誕生会では、誕生児の保護者を
招待し一緒にお祝いをしています。給食はバイキングです。
　毎週月曜日には集会を行ない、異年齢児でいろいろな運動
遊びを楽しんでいます。

・休日保育：日、祝、祭日

・休日保育：おかず入り弁当持参

・食物アレルギー：相談のうえ対応可

●２・３号認定（０～５歳・保育）：月～土曜日

久慈市本町３－１１

○日常生活の中で「思いやりの心」「感謝の心」を育成
○英語プレイタイム及び英語・音楽課外が充実
〇幼稚園自慢の市内一広い園庭
〇安田式遊具で脳神経細胞の発達を促進
〇体幹運動教室
○メイサンスイミングスクールとの提携により水泳指導
○成長に合わせた給食・離乳食を提供
○「いのちの教育」を東北文化学園大学と連携して実践
○通園バスが２台運行

　創設者タマシン・アレン先生の精神に基づく「心の
教育」を継承し、他者への思いやり、善悪の判断、集
団生活のルールなどを育み、社会に貢献できる人づく
りを目指します。

・一時預かり：在園児、未就園児（1時間200円）

http://www.tbgu.ac.jp/kuji/

　　　　　　　1,000円／日（完全給食）

　　　　　　　　　　午後４:30～午後７:00

※延長保育料：無料
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所在地 ★教育保育★

電話番号 0194-52-0311 ＦＡＸ 0194-52-0371

ホームページ

代表者(理事長) 外舘　一志 園長 外舘　一志 ★特徴★

利用定員 65名 保育開始年齢 生後２ヶ月～

●２・３号認定（０～５歳・保育）：月～土曜日

　◆基本・標準時間／午前７:00～午後６:00

　　　　　短時間　／午前８:00～午後４:00

　◆延長・標準時間／午後６:00～午後７:00

　　　　　短時間　／午前7:00 ～午前8:00

　　　　　　　　　　午後4:00 ～午後7:00

　　　　　　　　　　

所在地 ★保育方針★

電話番号 0194-75-3862 ＦＡＸ 0194-75-3863

ホームページ

代表者(理事長) 末﨑　順一 園長 末﨑　順一

利用定員 70名 保育開始年齢 生後３ヶ月～

★特徴★

　　　　　短時間　／午前８:30～午後４:30

　◆延長・標準時間／午後６:00～午後８:00

　　　　　短時間　／午前７:00～午前８:30

子育て支援事業

（私立） 認定こども園かわぬき
久慈市大沢８－１０－８

http://www.kawanukihoikuen.jp

開園日・時間

●１号認定（満3歳以上・教育）：月～金曜日

　◆基本・標準時間／午前9:30～午後2:30

『子どもの気持ちを引き出す教育保育、
　すべての子どもがわかる教育保育を目指す』

　老人クラブを対象としたほのぼの給食会の開催、夕涼み
会、運動会など季節ごとの行事に地域の方々をお誘いし交流
を図っています。
　また、月一回開催の「体幹運動遊び」「キッズイングリッ
シュ」隔月開催の「キッズサッカー」など、各教室は子ども
達に大人気で楽しみながら意欲的に取り組んでいます。
　芝生の園庭でサッカーをしたり、ボルダリングやサイバー
ホイールに挑戦したりと毎日元気いっぱい体を動かして遊ん
でいます。

（私立） くじあさひ認定こども園

※1号、2～3号認定保育の居残り・延長に関する

　　　　　　　300円／時間、150円／30分

　 時間・料金等の詳細は直接お問合せください。

給食

・全園児：完全給食

・年７回程度おかず入り弁当持参

・食物アレルギー：相談のうえ対応可

特別保育
・一時預かり：月～金曜日（給食あり）

子育て支援事業

健康な身体と豊かな心を育む
①健康でのびのびと遊ぶ元気な子ども
②友達と楽しく協力し合う子ども
③自分でできることは、進んでする子ども
④よく聴きよく考え、自分の言葉で話のできる子ども
⑤自然や文化に親しむ子ども

・一時預かり：200円／時間、給食代200円、おやつ１皿100円

・全園児：完全給食

●特色ある教育活動
・茶道、読み聞かせ、異文化交流、ダンス、環
境教育、子どものための音楽会等
・防犯カメラを設置。門扉は自動施錠。高いセ
キュリティと安全管理を講じました。
・室内砂場では、雨天でも遊べます。

・在園児、未就園児子育て相談　・在園児親子ふれあい運動遊び
・未就園児親子ふれあいの日　　・園庭開放

給食

・子育て相談、親子交流、園開放

　　　　　　　　　　午後４:30～午後８:00

久慈市田屋町２－２５－３

http://www.k-asahi-kodomo.com

開園日・時間

●１号認定（満３歳以上・教育）：月～金曜日

　◆基本・標準時間／午前９:00～午後３:00

●２・３号認定（０～５歳・保育）：月～土曜日

　◆基本・標準時間／午前７:00～午後６:00

※延長保育料：１時間100円（軽食100円）

・食物アレルギー：除去食対応しております。

特別保育
・休日保育：日、祝、祭日
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所在地 ★保育方針★

電話番号 0194-58-2220 ＦＡＸ 0194-58-2230

ホームページ

代表者(理事長) 久慈　義昭 園長 久慈　陽子

利用定員 50名 保育開始年齢 生後３ヶ月～

★特徴★

子育て支援事業

所在地 ★保育方針★

電話番号 0194-52-4340 ＦＡＸ 0194-52-4449

ホームページ

代表者(理事長) 宮澤　憲司 園長 清川　範子

利用定員 120名 保育開始年齢 生後２ヶ月～

★特徴★

※延長保育料：１時間100円・月1,000円／１時間

地域の方々との交流、地域のイベント参加、協
力等積極的に地域に出かけ、より多くの経験、
ふれあいを通し、豊かな心と体の成長をうなが
す保育に努めています。
こども園２年目の今年度は、３歳以上児はサッ
カーを楽しみ、更に４歳以上児はスイミングス
クールを取り入れました。元気で、明るい子ど
も達で、賑やかです。

（私立） 認定こども園侍浜保育園
久慈市侍浜町外屋敷６－１０－４

http://samurai6104.web.fc2.com/

開園日・時間

●１号認定（満３歳以上・教育）：月～金曜日

『心身ともに健やかで、ふるさとを愛し地球にやさしい心を
　育む』
１．あいさつのできる元気のよい子を育てます。
２．ものを大切にし、自然をまもる心を育てます。
３．夢を持ち、未来にはばたく心を育てます。
４．食べ物に感謝する心を育てます。

　◆基本・標準時間／午前７:00～午後６:00

・一時預かり：月～土曜日　午前８:30～午後４:30

・園庭解放（毎週火曜日）・子育て相談援助・入園体験

　　　　　短時間　／午前８:30～午後４:30

・デイサービスセンターの高齢者との交流
・紙芝居とフラダンス
・うたの教室　・温水プールでの水泳教室
・県キッズサッカー指導員によるサッカー教室

　◆基本・標準時間／午前９:00～午後１:00

　　　　　　　　　（午後２時30分まで無料預り）

　◆延長・標準時間／午後６:00～午後７:00

　　　　　短時間　／午前７:00～午前８:30

　　　　　　　　　　午後４:30～午後７:00

●２・３号認定（０～５歳・保育）：月～土曜日

（私立） 認定こども園門前保育園
久慈市新中の橋４－１１－４

http://monzenhoikuen.jp/

・お盆、年末、年度末の希望保育日：おかず入り弁当持参

１『体力づくり』
２『友達をいたわりあえる保育』
３『良い悪いがわかる保育』
４『さいごまでがんばれる子ども』
５『あいさつのできる子ども』

給食

特別保育

・食物アレルギー：相談のうえ対応可

　　　　　　　※給食あり（半日の場合、他に給食代200円）

　　　　　　　2,000円／日、1,000円／半日

・全園児：完全給食

・月１回の誕生会ではホールでセレクト給食

・食物アレルギー：相談のうえ対応可

開園日・時間

　　　　　短時間　／午前７:00～午前８:30

　◆基本・標準時間／午前７:00～午後６:00

　　　　　短時間　／午前８:30～午後４:30

　◆延長・標準時間／午後６:00～午後７:30

　◆基本・標準時間／午前９:00～午後３:00

●２・３号認定（０～５歳・保育）：月～土曜日　

　　　　　　　　　　午後４:30～午後６:00

※延長保育料：１回200円・月2,000円　　　　　　　　

給食

・全園児：完全給食

・乳児以外：月１回お弁当の日あり（園外保育中心）

●１号認定（満３歳以上・教育）：月～金曜日　

子育て支援事業
・「ほのぼのふれあい交流会」（６月、８月、１2月）
・「みずき団子作り」（１月）　・子育て相談

・休日保育：日、祝、祭日

特別保育
　３歳未満2,000円／日、300円／時間、給食代300円／日

　３歳以上1,500円／日、200円／時間、給食代200円／日

・一時預かり
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