
幼児のために

問 こども課 ☎0297-21-2191
　保護者が仕事をしているなどの理由で乳幼児を家庭で保育
できない場合、保護者に代わって保育する施設です。市内6か
所あり、対象者は0歳～就学前までとなります。

■ 私立
園名 住所 電話番号 地図座標

さしま保育園 生子2220 0280-88-7505 4図 B-5
若草明徳保育園 逆井3503-14 0280-88-8000 4図 A-2

■ 小規模保育（対象者0～2歳）
園名 住所 電話番号 地図座標

夢遊児園 辺田976-14 0297-35-1149 6図 A-5
七星 沓掛4484-3 0297-44-0028 ６図 A-1
家庭的保育園
バンビ 小山972 0297-38-2316 7図 B-2

小山保育園
ひよこ教室 小山224-1 0297-38-1171 7図 B-2

問 こども課 ☎0297-21-2191
　市内には幼稚園が2か所あります。対象者は3歳～就学前ま
でとなります。

■ 市立
園名 住所 電話番号 地図座標

猿島幼稚園 沓掛6083-3 0297-44-3221 3図 E-5

■ 私立
園名 住所 電話番号 地図座標

若草明徳幼稚園 逆井3503-10 0280-88-1919 4図 A-2

保育園等

幼稚園

問 こども課 ☎0297-21-2191
　保護者の就労形態に関係なく、幼稚園と保育園の機能や特
長をあわせもち、教育と保育を同時に受けることができる施
設です。対象者は0歳～就学前までとなります。

■ 市立
園名 住所 電話番号 地図座標

ふたば 岩井2211-25 0297-38-7654 1図 B-3
ひまわり 辺田1188-3 0297-44-8555 2図 E-3

■ 私立
園名 住所 電話番号 地図座標

サンキッズ 岩井4678-3 0297-35-0334 2図 C-1
あかつき保育園 大谷口1037 0297-38-0101 7図 C-2
岩井保育園 岩井2720-8 0297-35-1555 1図 C-4
すずのき 長須3746 0297-35-4501 5図 D-4
小山保育園 小山123 0297-38-1171 7図 B-2

問 こども課 ☎0297-21-2191
　病気やけがの回復期で、集団や家庭での保育ができない期
間、お子さんを一時的にお預かりします。お預かりできるお
子さんは、市内に居住し、保育園などを利用し保育を必要と
する乳幼児です。
　利用時間は、7:30～18:00（土曜日は13:00まで）。利用
料金は無料です。

■ 実施施設
病後児保育施設「七星」
沓掛4484-3　☎0297-44-0028
※詳細は、事前に施設までお問い合わせください。

問 こども課 ☎0297-21-2191
　子どもの健やかな成長のためのあらゆる問題について、相
談に応じるところです。子どもと家庭の悩み、どんなことで
もお気軽にご相談ください。秘密は守ります。平日の9：00～
16：00まで、相談員が相談に応じています。

認定こども園

病後児保育

家庭児童相談室

H30mm×W90mm H30mm×W90mm
118117
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■坂東市大谷口1037
■TEL : 0297-38-0101　■FAX : 0297-38-0109
■開園時間：7:00～19:00　■休園日：日曜、祝日、他
■URL : http://kotobuki-fukushikai.com/　■E-mail : akatuki-hoikuen@earth.ocn.ne.jp

『どの子も育つ、育て方ひとつ』将来ある子ども達に、認知能力と
非認知能力をバランス良く養う幼児教育を行っています！！

社会福祉法人 寿福祉会

エリアマップ7図 C－2

【原稿確認のお願い】　　　下記にご記入のうえ、ご返送お願い致します

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

くらしの便利帳〈坂東ナビ2022〉 029－855－5718

案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

印 印
顧客名称 ：

117
095

あかつき保育園 御中 4校原稿
くらしの便利帳〈坂東ナビ2022〉

2021年12月24日
8GH417H0A

案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2021年12月23日

くらしの便利帳＜坂東ナビ2022＞
8GH417H0A
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認定こども園 すずのき 御中

認定こども園 エリアマップ5図 D‐4
社会福祉法人 長須福祉会

認定こども園すずのき
愛とゆとりを信条に、明るく優しい子どもを育てます。
子育て支援センターはぐみぃ・一時預かり・児童クラブ併設
■坂東市長須3746
■TEL:0297-35-4501 ■FAX:0297-35-4731
■開園時間／7:00～19:00 【対象】4ヶ月～6才
■URL:http://suzunoki-hoikuen.com/ あり

029－855－5718
くらしの便利帳＜坂東ナビ2022＞

■画像著作権：確認済



市役所代表
*0297-35-2121
*0280-88-0111

問 こども課 ☎0297-21-2191
　子育てに関する機関が連携をとりながら、育児についての
相談、情報の提供、子育てサークルへの支援などを行ってお
り、子育て中のかたが気軽に通って交流できるところです。

地域子育て支援センター
問 こども課 ☎0297-21-2191

　保護者が仕事や病気などにより、家庭保育が困難な場合、一
時的にお子さんをお預かりします。

一時預かり事業

園名 開放時間 地図座標

認定こども園
ふたば

毎週月～金曜日
  9：00～12：00
14：00～16：00

1図 B-3

認定こども園
ひまわり

毎週月～金曜日
  9：00～12：00
14：00～16：00

2図 E-3

認定こども園
サンキッズ（キッズクラブ）

毎週月～金曜日
9：00～14：00 2図 C-1

認定こども園
あかつき保育園

毎週月～金曜日
9：00～14：00 7図 C-2

認定こども園
岩井保育園

毎週月～金曜日
9：00～14：00 1図 C-4

認定こども園
すずのき

毎週月～金曜日
9：00～14：00 5図 D-4

認定こども園
小山保育園（さくらの森）

毎週月～金曜日
9：00～14：00 7図 B-2

さしま保育園 毎週月～金曜日
8：00～13：00 4図 B-5

若草明徳保育園 毎週月～金曜日
9：00～14：00 4図 A-2

園名 対象 時間・料金

認定こども園
ふたば

生後6か月～
就学前児童

月～金曜日
8：30～17：00
0歳 3,000円
1歳以上 2,000円

認定こども園
ひまわり

生後6か月～
就学前児童

月～金曜日
8：30～17：00
0歳 3,000円
1歳以上 2,000円

認定こども園
サンキッズ

生後10か月～
就学前児童

月～金曜日
8：00～16：00
0歳 3,000円
1歳以上 2,000円

認定こども園
あかつき保育園

生後6か月～
就学前児童

月～金曜日
8：00～16：00
0歳 3,000円
1歳以上 2,000円

認定こども園
岩井保育園

満1歳～
就学前児童

月～金曜日
8：00～16：00
1日 2,000円

認定こども園
すずのき

生後6か月～
就学前児童

月～金曜日
8：00～16：00
0歳 3,000円
1歳以上 2,000円

認定こども園
小山保育園

生後6か月～
就学前児童

月～金曜日
8：00～16：00
0歳 3,000円
1歳以上 2,000円

さしま保育園 満1歳～
就学前児童

月～金曜日
8：30～16：00
1日 2,000円
4時間以内 1,000円

若草明徳保育園 生後2か月～
就学前児童

月～土曜日
7：30～17：30
0歳 3,000円
1歳以上 2,000円

H30mm×W90mm H30mm×W90mm
120119
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幼児のために

問 こども課 ☎0297-21-2191
　保護者が仕事をしているなどの理由で乳幼児を家庭で保育
できない場合、保護者に代わって保育する施設です。市内6か
所あり、対象者は0歳～就学前までとなります。

■ 私立
園名 住所 電話番号 地図座標

さしま保育園 生子2220 0280-88-7505 4図 B-5
若草明徳保育園 逆井3503-14 0280-88-8000 4図 A-2

■ 小規模保育（対象者0～2歳）
園名 住所 電話番号 地図座標

夢遊児園 辺田976-14 0297-35-1149 6図 A-5
七星 沓掛4484-3 0297-44-0028 ６図 A-1
家庭的保育園
バンビ 小山972 0297-38-2316 7図 B-2

小山保育園
ひよこ教室 小山224-1 0297-38-1171 7図 B-2

問 こども課 ☎0297-21-2191
　市内には幼稚園が2か所あります。対象者は3歳～就学前ま
でとなります。

■ 市立
園名 住所 電話番号 地図座標

猿島幼稚園 沓掛6083-3 0297-44-3221 3図 E-5

■ 私立
園名 住所 電話番号 地図座標

若草明徳幼稚園 逆井3503-10 0280-88-1919 4図 A-2

保育園等

幼稚園

問 こども課 ☎0297-21-2191
　保護者の就労形態に関係なく、幼稚園と保育園の機能や特
長をあわせもち、教育と保育を同時に受けることができる施
設です。対象者は0歳～就学前までとなります。

■ 市立
園名 住所 電話番号 地図座標

ふたば 岩井2211-25 0297-38-7654 1図 B-3
ひまわり 辺田1188-3 0297-44-8555 2図 E-3

■ 私立
園名 住所 電話番号 地図座標

サンキッズ 岩井4678-3 0297-35-0334 2図 C-1
あかつき保育園 大谷口1037 0297-38-0101 7図 C-2
岩井保育園 岩井2720-8 0297-35-1555 1図 C-4
すずのき 長須3746 0297-35-4501 5図 D-4
小山保育園 小山123 0297-38-1171 7図 B-2

問 こども課 ☎0297-21-2191
　病気やけがの回復期で、集団や家庭での保育ができない期
間、お子さんを一時的にお預かりします。お預かりできるお
子さんは、市内に居住し、保育園などを利用し保育を必要と
する乳幼児です。
　利用時間は、7:30～18:00（土曜日は13:00まで）。利用
料金は無料です。

■ 実施施設
病後児保育施設「七星」
沓掛4484-3　☎0297-44-0028
※詳細は、事前に施設までお問い合わせください。

問 こども課 ☎0297-21-2191
　子どもの健やかな成長のためのあらゆる問題について、相
談に応じるところです。子どもと家庭の悩み、どんなことで
もお気軽にご相談ください。秘密は守ります。平日の9：00～
16：00まで、相談員が相談に応じています。

認定こども園

病後児保育

家庭児童相談室

H30mm×W90mm H30mm×W90mm
118117
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案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2021年12月23日

くらしの便利帳＜坂東ナビ2022＞
8GH417H0A
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家庭的保育園バンビ 御中

保育園 エリアマップ7図 B‐2
お子様の成長・発達をサポートします

家庭的保育園バンビ
家庭的な雰囲気の中でお子様とその家族に寄り添い
安全、安心して過ごせる環境を目指します。
■坂東市小山972
■TEL:0297-38-2316 ■FAX:0297-38-2316
■E-mail:yukarinokai3@yahoo.co.jp

あり

029－855－5718
くらしの便利帳＜坂東ナビ2022＞

■画像著作権：確認済

案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2021年12月23日

くらしの便利帳＜坂東ナビ2022＞
8GH417H0A
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小山保育園 御中

保育園 エリアマップ7図 B‐2
自信と好奇心に満ちた、未来を活きる子どもを育てる

認定こども園 小山保育園
一人ひとりの個性を大切にしながら、体験的保育を行
い、心に残る保育を心がけています。
■坂東市小山123
■TEL:0297-38-1171 ■FAX:0297-38-2136
■保育時間／7:00～19:00（日曜・祝日:休日保育有）
■E-mail:oyama-hoikuen@nifty.com あり（8台）

029－855－5718
くらしの便利帳＜坂東ナビ2022＞

■画像著作権：確認済




