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●平 日
●延 長
●土曜日
●延 長

7:30~18:00 （延長あり）
18:00~19:00

7:30~18:00 （延長あり）
18:00~19:00

なし

うさぎぐみ｛れんげグループ(0歳児）
たんぽぽグループ(1歳児）
ももグループ(2 歳児）

制 服 あり スモック
体操服 あり 帽 子
カバン ・ バッグ あり 道具類

各自購入
あり
あり
なし駐車場代 なし 保護者会費

給食 あり（希望者のみ有料）
※その他詳細は面接時にこ説明致します。

●年度途中からの入園も受け付けております。

●見学（要予約） ・ 随時受付　●園庭解放　無しぱんだぐみ｛ ちゅうりっぷグループ(3歳児）

くまぐみ ｛
ひまわりグループ(4歳児）
さくらグループ(5歳児）

対象年齢児は全員参加
9 ,.．．．．．·…· • 

●英語あそび••0~3歳児クラス
●外国人講師による英会話…4•5歳児クラス
●スイミングスクール… 3歳児クラスより
●体操教室 …2歳児クラスより

女希望者のみ参加の課外教育あり

●充実した各種イベントは、 こちらに載せきれ
ませIv J> 面接時にご紹介致します。

〒816-0902大野城市乙金2丁目16-41

NPO法人このみスマイルキッズサポー ト此見ルミ

092 -504-404 7

konomi-hoikuen.com

092 -504-404 7

konomi-hoikuken@ac.auone-net.jp
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●11月より次年度の申込願書配布



●平 日 7:30~18:00（延長あり）

●延 長 18:00~21:00

●土曜日 7:30~18:00（延長あり）

●延 長 18:00~21:00

唸休日保育あり（要予約）＊

異年齢保育2ヶ月～6歳

なし

※事前に電話にて連絡してください。

●見学（要予約） ・ 随時受付

制服 なし スモック なし

体操服 なし 帽子 なし

カバン ・ バッグなし 道具類 なし

駐車場代 なし 保護者会費なし

主食 持参 給食 あり

※その他詳細は保育所にお尋ねく ださい。

4月 春の遠足

7·8月プー ル遊び

9月 消防署見学

11月 芋掘り遠足
12月 クリスマス会

2月 豆まき

3月 ひな祭り

※お誕生会、 クッキング保育が毎月あり、

年3回原田園との交流保育があります。

●体験 ・ 見学 随時受付※要申込

●11月より次年度の申込願書受付予定

〒816-0931大野城市筒井2丁目1 8-37

15名

092-573-7 4 70

http://www.relacmama.com 

yu l taka23@kxb.biglobe.ne.jp 
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●平 日 7:30~18:00（延長あり）
●延 長 18:00~19:00
●土曜日 7:30~18:00（延長あり）

応相談

あり

給食（希望者のみ有料）
※その他詳細は保育所にお尋ねください。

●時間保育 450円 ～

●月保育 25,000円 ～

※兄弟割引有り

異年齢保育5ヶ月～6歳 4月春の遠足 10月運動会
春の製作 1 1月芋ほり遠足

外国人講師による英会話(0歳～無料） 5月母の日プレゼント製作 12月年賀状製作

※事前に電話にて連絡してください。
●見学（要予約）・随時受付

こいのぼり製作
6月時の記念日製作

父の日プレゼント製作
7月七夕

カキ氷大会
8月水遊び遠足
9月敬老の日ハガキ製作

お泊まり保育

クリスマス会
1月初詣（太宰府天満宮）
2月豆まき

バレンタインデークッキング
3月ホワイトデークッキング

生活発表会・卒園式下大利保育園では、遊びを通して、英語・国語・算数
などを楽しく学んでいくと共に、たくさんの可能性
をもつ子ども達が様々な体験や経験が出来るよう
に、保育園バスで毎月色んな所に行っています。 唸毎月、身体測定・お誕生会・避難訓練をしています。

貨山登り・老人ホ ー ムとの交流会 ・水族館・動物園
など、他にも楽しいイベント盛りだくさん！

〒816-0952大野城市下大利2丁目18-10 2F 

株式会社成香 ．r 匡 E l70名

092-513-6399

http://shimoorihoikuen.com/ 

なし

092-513-6399
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一般社団法人まどか学園
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7:30~18:00 制服 なし スモック なし

●延 長 18:00~19:00 体操着 なし 帽子 あり
●平　日

パック なし 道具類 あり

駐車場代 なし
一'..古I 要相談 給食

n 
（一

あり

時保育の方の給食は有料です）

ひよこ0歳児
I m F 

ほし 2歳児

もも 9歳児 そら3歳～5歳児 ●月極保育

●一時保育

37,000円～
250円～（30分）

●講師によるリトミック（月2回） 　●体育教室
●スイミング教室(3歳児から）　 ●学研教室

※事前に電話にて連絡してください。

●見学（要予約）・随時受付しております。

まずはお電話ください！

少人数で家庭的な園です。給食は園で手作りして
おり、 温かい食事をみんな喜んでくれています。
ぜひ一度見学にお越し下さい。

4月交通安全教室

夏野菜の苗植え

5月諸健診

春の遠足

6月田植え・参観
雨の日のお散歩

7月七夕会
スイカ割り

水遊び

プール遊び

8月プール遊び

9月社会科見学

※その他、お誕生会・クッキング・野菜の栽培があります。

10月運動会こっこ
コスモス見学

芋掘り
11月ハロウィンパーティ

社会科見学
チュ ーリップの苗植え

12月クリスマス会
1月お正月遊び

2月節分、豆まき

生活発表会
3月ひなまつり会

遠足

〒816-0941大野城市東大利l丁目7-10

こゆ保育園 牧昇 19名
白木原 5丁目 qD 
．． ．ン2 ●リンガーハット

東大利3丁目

092-286-9217

rouyu-koyu.com 

092-288-7650
゜ ー

スモスg

●
ツラド
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●平 日

●延 長

●土曜日

7:30-18:00（延長あり）

18:00-19:00 

7:30-18:00（延長あり）

応相談

あり

異年齢保育5ヶ月～6歳

外国人講師による英会話(0歳～無料）

--豆作租賊

※事前に電話にて連絡してください。

●見学（要予約）•随時受付

大野城保育園では、遊びを通して、英語•国語•算数

などを楽しく学んでいくと共に、たくさんの可能性

をもつ子ども達が様々な体験や経験を安全に出来

るよう、保育園バスで毎月色んな所に行っています。

給食（希望者のみ有料）

※その他詳細は保育所にお尋ねください。

●時間保育 450円～

●月保育 25,000円～

※兄弟割引有り

4月春の遠足

春の製作

5月母の日プレゼント製作

こいのぼり製作

6月時の記念日製作

父の日プレゼ冴卜襲作

7月七夕

カキ氷大会

8月水遊び遠足

9月敬老の日ハガキ製作

お泊まり保育

10月運動会

11月芋ほり遠足

12月年賀状製作

クリスマス会

1月初詣（太宰府天満宮）

2月豆まき

バレソタイソデーグッキソグ

3月ホワイトデークッキソグ

生活発表会•卒園式

磯月、身体測定•お誕生会•避難訓練をしています。

女山登り・老人ホームとの交流会・水族館・動物園

など、他にも楽しいイベ
｀

ノト盛りだくさん！

〒816-0931大野城市筒井3-15-24

株式会社成香

092-591-2525

74名

092-591-2525

onojyohoikuen.com 

なし ー１０ー
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