
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.社会福祉法人青育会 百間保育園・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ.１ 

 

2.社会福祉法人あきら会 姫宮保育園・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ.３ 

 ○子育て支援センター のびのびキッズルーム 

 

3.社会福祉法人青育会 本田保育園・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ.6 

 

4.宮代町立国納保育園・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ.8 

 ○子育て支援センター げんきっ子 

 

5.宮代町立みやしろ保育園・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ.１1 

 ○障害児デイサービス のびのびるーむ 

 ○病児保育・病後児保育 ○一時保育 らんらんるーむ 

 

6.(有)カインド・マネージ カインド・ナーサリー本田５丁目園・・・Ｐ.14 

                ・・・・・ 

7.(有)カインド・マネージ カインド・ナーサリー本田２丁目園・・・Ｐ.16 

 

8. (有)カインド・マネージ カインド・ナーサリーピアシティ園・・Ｐ.1８ 

 

９．保育施設案内図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.20 

■宮代町 子育て支援課 保育担当  

電話：0480-34-1111 内線：324・329 

※新型コロナウイルス感染症対策等により、行事等が変更になる場合があります。 

※施設の詳細情報は、厚生労働省所管の独立行政法人が運営する「ここ de サーチ」で 

見ることができます。 

（https://www.wam.go.jp/kokodesearch/ANN010100E00.do） 

その他、運営等に関する詳細は、各施設にお問い合わせください。 

 

宮代町保育施設利用案内 

令和４年度 

https://www.wam.go.jp/kokodesearch/ANN010100E00.do


 

 

                          〒345－0801　宮代町百間4-4-36　　TEL　34－7855　　FAX　34－7853

   　　 園概要

　   　　 保育方針　　　《　明るくて健康な子　》

  　　〇　日常生活に必要な基本的生活習慣を身につける。

  　　〇　植物を育てながら、やさしい心・思いやりの心を育てる。

 　　 〇　いろいろな経験を通し、豊かな情操を養う。

   　　 定　　員  　　 60名　満６ヶ月より就学前まで

    　　職　　員 １名  　 保育士   　　１３名

２名 　　調理師  　　 ４名

    　　保育標準時間   　　平日  　　 7：30　～　18：30　（延長保育　7：00　～　19：00）

 　　 土曜   　　7：30　～　16：30　（延長保育　7：00　～　16：30）

   　　 保育短時間   　　平日  　　 8：30　～　16：30　（延長保育　7：00　～　19：00）

  　　土曜   　　8：30　～　16：30　（延長保育　7：00　～　16：30）

　    　　休園日  　　 日曜日・祝日・年末年始

   　　 園の特徴

   　　 ☆　図書貸出   　　絵本の貸し出しを行っています。

   　　 ☆　完全給食  　　 一人ひとりの健康状態を把握し、離乳食を工夫したり、

 　　 アレルギー体質を考慮した食事を作っています。

    　　☆　低年齢児保育  　　 満６ヶ月よりお預かりいたします。

   　　 ☆　育児相談   　　育児相談を随時受け付けております。

    　　☆　地域との交流   　　 地域のお年寄りを行事に招待したり、卒園児童との

  　　交流等を行っています。

   　　 ☆　メール連絡  　　 欠席・遅刻の連絡がメールで出来ます。

  　　園　長

 　　 非常勤保育士

社会福祉法人 青育会

百 間 保 育 園
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　年間行事予定
☆は保護者参加行事
※毎月、誕生会・身体測定・避難訓練

保育園の一日

7：00 延長保育 13：00 お昼寝

8：00 順次登園 15：00 おやつ

9：00 出席調べ 15：30 午後の活動

午前の活動（歌・体操） 16：00 帰りの準備

10：00 おやつ（三歳未満児） 16：30 順次降園

11：00 昼食 19：00 延長保育

入園

種まき

４
こいのぼり

☆遠足

虫歯予防デー

健康診断

（内科・歯科）

七夕まつり

お茶会

プール

果物狩り

☆夕涼み会

プール

５ ６ ７

８
９

老人福祉施設訪問

お茶会

だんご作り

10☆運動会

健康診断（内科）

草花の栽培
11

マラソン大会

園外保育

消防訓練

12 ☆発表会

クリスマス会
１

お茶会

２

豆まき会

３ひなまつり会

お別れ遠足

☆卒園式
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姫 宮 保 育 園 

社会福祉法人 あきら会 

姫宮保育園 保育目標 

★みどりと太陽・のびのび保育★ 

☆あかるくげんきな子 

☆創造力豊かな子 

★保育標準時間 平日 7:30～18:30（延長保育 7:00～19:00） 

土曜 7:30～16:30（延長保育 7:00～16:30） 

★保育短時間  平日 8:30～16:30（延長保育 7:00～19:00） 

土曜 8:30～16:30（延長保育 7:00～16:30） 

★休園日    日曜日・祝祭日・年末年始（12 月 29 日～1 月 3 日） 

★定 員    60 名（満 6 ヶ月から就学前まで） 

★職 員    園長 1・主任保育士 1・副主任保育士 1 保育士 11 

        非常勤保育士 7・保育補助 2・事務員 1・調理員 3（業務委託） 

子育てを応援しています 

姫宮保育園のご案内 

★延長保育   ★障がい児保育   ★世代間交流 

★子育て支援センター のびのびキッズルーム開設 

 ☆一時保育“スマイルキッズルーム”☆子育て相談 ☆キッズ広場 ☆子育て広場 

 ☆出前講座 ☆一緒にやってみよう ☆食育広場 ☆ランチタイム ☆園庭開放 

 ☆のびのびキッズ情報発信 

（事業内容はのびのびキッズルームパンフレットをご覧ください） 

姫宮保育園へのアクセス 

〒345-0814 

埼玉県南埼玉郡宮代町字東 668 番地 

TEL/FAX 0480-34-8393 

URL：http://www.ans.co.jp/n/himemiya/ 

【交通】東武スカイツリーライン 姫宮駅 

    西口より 徒歩 8 分 

 

姫宮保育園 

至 東武動物公園 

至 北春日部 

姫
宮
駅 

マルヤ 

※駐車場あります 



 

-4- 

 

7:00～ 9:30 

 

9:30～10:00 

 

10:00～11:15 

 

 

11:15～12:30 

12:30～15:00 

15:00～15:30 

15:30～16:30 

 

16:30～19:00 

順次当園（みなさん、おはようございます！） 

朝の視診、自由遊び、戸外遊び 

朝の活動（体操、うた、出席調べなど） 

おやつ（0、1、2 歳児） 

一斉保育（クラスごとに製作、遊びなど） 

または合同保育 

（他クラスとの製作、遊び、散歩など） 

給食準備、給食 

お昼寝 

おやつ 

帰りの活動（うた、帰りの準備） 

自由遊び、戸外遊び 

順次降園（みなさん、さようなら） 

 

入園・進級 保育参観・懇談会 

こどもの日集会 親子遠足 健康診断（内科・歯科） 

虫歯予防集会 時の記念日集会 保育士体験 

保育参観 七夕集会 夏祭り 

夏季保育 

祖父母自由参観 

運動会 クッキング保育 芋掘り 健康診断（内科・歯科） 

懇談会 防火訓練（消防署立会） 

お遊戯会 餅つき会 クリスマス会 

保育士体験 紙トンボ講習 

節分集会 保育自由参観 

ひな祭り集会 お別れ会 開園記念日 卒園式 

 

※その他 毎月 誕生会＆ランチ・避難訓練・身体測定 

4 月 

5 月 

6 月 

7 月 

8 月 

9 月 

10 月 

11 月 

12 月 

1 月 

2 月 

3 月 
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★子育て相談 

月曜日  9:00～12:00 

木曜日 13:00～16:00 

子育てを共に考え、安心して子育てができるよ

う応援します。子育てしていて気になる事、悩

んでいる事などあればご相談ください。 

子育て支援センター 

のびのびキッズルーム 

〒345-0814 

宮代町字東 668 番地 姫宮保育園内 

TEL/FAX  0480-34-8393 

開所時間 

平日 9:00～12:00/13:00～16:00 

土曜 9:00～12:00 ★一時保育室 スマイルキッズルーム 

利用時間 平日 8:00～17:00 

土曜 8:00～16:00 

利用料金 2,000 円 

（別途給食・おやつ代 330 円） 

対象年齢 1 歳～就学前（町内優先） 

定  員 7 名 ※事前登録必要 

★慣れるまでは短時間でお願いします。 

★キッズ広場(年 5 回) 

月曜日 10:00～11:00 

ボランティアによる折り紙、押し花など。 

その他、移動どうぶつえん、人形劇・パネル

シアターなどもありますので親子で参加し

てみましょう。 

★子育て広場 

金曜日 10:30～11:30 

「身体測定・手形」「水であそぼう」など。親

子で一緒に遊びながら子育てについての悩

みなど話し合い、ともに親睦を深め、楽しい

子育てをしていきましょう。出前講座も行っ

ておりますのでご参加ください。 

★一緒にやってみよう!! 

火曜日 10:00～11:00 

「夏祭り」「芋掘り」「クリスマス製作」など。

保育園の園児と一緒にいろいろな体験をし

てみましょう。 

※予約が必要な場合があります。 

★食育広場(年 3 回) 

5 月、9 月、11 月 

第 2 土曜日 10:30～11:15 

子どもの食生活について専門の栄養士によ

るお話や、子育てに忙しいお母さんの為に

簡単レシピなど紹介します。試食も用意し

ておりますので親子でご参加ください。 

★ランチタイム(年 5 回) 

第 4 火曜日 11:30～12:30 

親子 5 組（来園予約） 

姫宮保育園で実際に提供している給食を

親子で一緒に食べることができます。 

★園庭開放“みんなともだち” 

平日 10:00～12:00/13:0016:00 

土曜 10:00～11:00 

広い園庭に新しい遊具も加わりました。砂場

も加熱殺菌されていて安心して遊べますよ。 

親子で一緒に遊びましょう。 

【のびのびキッズ情報発信】 

☆のびのびキッズルーム予定表   

☆子育てに必要な育児情報提供 

★保育園見学会(年 5 回) 

保育園入園を希望されている方に向けた保育

園の見学会です。9 月～11 月に予定していま

すので詳しくは予定表をご確認ください。 
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〒345-0834 宮代町大字国納 102-1   TEL  0480-34-5839 

                               070-4844-5026 

 

 

 

 

★ 設置・運営主体  宮代町 

★ 在籍数   ９７名 （９/１現在） 

★ 開所時間       平日 7：30 ～18：30     土曜  7：30 ～16：30 

    ※標準時間保育    平日 7：30 ～18：30    土曜  7：30 ～16：30 

   ※短時間保育    平日  8：30 ～16：30     土曜  8：30 ～16：30  

                 

◎ 園長 1 名・所長 1 名・主任保育士５名・保育士４名  

会計年度任用職員保育士１０名 ・会計年度任用職員看護師２名 

会計年度任用職員補助員２名  ・調理員（委託）4 名 

（会計年度任用職員とはいわゆる非常勤職員のことです） 

◎ 日曜・祝日・年末・年始  ・及び園長が必要と認めた日 

◎ 全園児、自園調理による完全給食です。 

                  アレルギー品目を除去した代替食の提供を行なっています。 

月齢・年齢に合わせた食事を提供しています。 

◎ 各年齢に応じた年間、月間、週間カリキュラムを立てて保育を行って

います。0～2 歳児では、安心できる環境のなかで、心身ともにのび

のびと成長できるよう、一人ひとりに応じた保育を実践し、3～5 歳

児では、子どもの主体性を大切にし、気持ちや行動によりそった保育

を行い、日々の保育活動や行事にも反映させています。 

◎ 建物は、日々子どもたちが心身ともに安定して過ごせるように、    

木の優しさとぬくもりを大切に作られています。 

広い園庭で遊んだり、テラスで気持ちよく食事をしたりと 

のびのび過ごせる環境が整っています。 

 

 

 

               ころころ  よちよち  とことこ ぴかぴか  きらきら  にこにこ 

             0 歳（満 6 か月～） 1 歳    2 歳   3 歳    4 歳    5 歳 

    ☆当園施設情報については、内閣府のホームページ 子ども・子育て支援情報公表システム 

「ここ de サーチ」で閲覧することができます。 

職員構成は？ 

休園日は？ 

食事は？ 

保育内容は？ 

保育環境は？ 

クラス編成は？ 

 

 
 

 

保
育
目
標 

あかるいこ 

つよいこ 

すなおなこ 
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    ７：３０  開園 

        順次登園              

        朝の視診 

 

   ９：３０～  朝のおやつ（０・１・２歳児）           

           

   １０：００  クラスでの活動        １５：１５～  おやつ（全園児） 

         集会・行事・散歩       

戸外遊び・製作 など         １５：４５  帰りの会  

                                             

 １１：１５～ 給食               １６：００～ 順次降園       

                                                自由遊び 

１３：００～１５：００                                  

        おひるね                  １８：３０   閉園                       

                                        

 

                                      《月の定例行事》 

                                     ・身体測定 ・避難訓練 ・おはなし会                           

                                     ・誕生会（誕生児の保護者の方を招待、参観も出来ます） 

 

 
4 月 

★歓迎の会 

（新入園児保護者のみ）  
10 月 

★運動会（４・５歳児） 

・ハロウィンパーティー 

5 月 ・こどもの日 ・泥んこ遊び 11 月 
・いもほり・スィートポテト作

り 

6 月 
・内科・歯科検診 ★個別懇談 

・消防訓練 
12 月 ・クリスマス ・もちつき 

 
7 月 

・たなばた  ・水あそび 

・なつまつり  
1 月 

・伝承あそび ・クッキー作り 

・内科・歯科検診 

8 月 ・水あそび 2 月 
・まめまき 

・消防訓練 

9 月 ★保育参観（0・1・2 歳児） 3 月 
・はるまつり  ・おもいで遠足 

★入園説明会  ★卒園式 

                              ★印は、保護者参加行事 

                                                         

 

 

国納保育園 

■令和３年度は新型コロナウイルス感染症予防のため、行事については大幅に縮小して実施しています。 

令和４年度も新型コロナウイルス感染症対策のため、行事等が変更になる場合があります。 



 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国納保育園内

　

　　　　　　　　　開所時間　　　　月曜日　～　金曜日　　　午前９時　～　１２時　・　午後１時　～　４時
　　※新型コロナウイルス感染症対策のため、当日電話予約制になっています。
　　　（利用時間：午前９時３０分～１１時３０分・午後１時３０分～３時３０分）

　　　　　　　　　対　　　象　　　　０歳～就学前のお子さんと保護者の方が自由に遊ぶことができます

子育て相談
★毎週 火 ・金曜日

９時～１２時
●専門の相談員が相談

を受けます。

電話・FAX・オンラインでも

受け付けております。

★ 赤ちゃんげんきっ子 （ ０～１歳児の親子 ）
第３木曜日 １０時 ～ １１時

→手形や足形・親子ふれあい遊びを行います♪

★ げんきっ子の日 （ ０歳～就学前の親子 ）
第２水曜日 １０時 ～ １１時
第４月曜日 １０時 ～ １１時

→ 水遊び・季節の製作など毎回楽しいプログラム
を計画しています。

★ 出前講座
→ 公園やどんぐり拾いやお花見などを行なっています！絵本の日

★第３月曜日
１０時１５分 ～ １０時３０分
“あおむし”のみなさんが絵本
の読み聞かせをしてくれます

園庭開放
★毎週火曜日
１３時３０分 ～ １５時

お天気のよい日は、園庭で
元気よくあそびましょう！！

ミニ縁日、ミニ運動会、ハロウィンパーティー、

クリスマス会、など、季節のイベントも行っています。

お気軽に遊びに来てください！

●日程・詳しい内容等は広報・町公式ホームページ・げんきっ子通信をご覧
ください。

※新型コロナウイルス感染症対策のため、

保育園児の午睡時間に園庭で遊びます。

子育て講座
～キラキラママ 応援します！～

「はみがき教室」「親子ダンス教室」
「ボーイズスキンケア講座」など、
講師の先生を招き
親子で楽しめる講座を
年に数回企画しています。

TEL・FAX ３４－５８９１
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★ 設置・運営主体     宮代町  

★ 在籍数       １１４名（ 9/1 現在） 

★  開 所 時 間       〈平日〉7：30 ～ 18：30 

〈土曜〉7：30 ～ 16：30 

   〇標準時間保育〈平日〉7：30 ～ 18：30 

〈土曜〉7：30 ～ 16：30 

   〇短時間保育  〈平日〉8：30 ～ 16：30 

〈土曜〉8：30 ～ 16：30 

◎ 園長 1 名・主幹 1 名・所長 1 名・主任保育士６名・保育士５名 

会計年度任用職員保育士 1６名・会計年度任用職員看護師１名 

会計年度任用職員保育補助員 1 名・調理員(委託)４名 

                ＊一時保育、病後児保育、障がい児デイサービスを含みます。 

                 （会計年度任用職員とはいわゆる非常勤職員のことです） 

◎日曜・祝日・年末年始・及び園長が必要と認めた日 

◎『食べる』ことは、とても大切なことです。全園児、完全給食です。 

                季節の食材を取り入れて、味覚体験を豊かにします。アレルギー対策

も考慮しています。月齢に合わせた食事を工夫しています。   

◎各年齢に応じた年間、月間、週間カリキュラムを立てて保育を行って

います。0～2 歳児では、安心できる環境のなかで、心身ともにのびの

びと成長できるよう、一人ひとりに応じた保育を実践し、３～５歳児

では、子どもの主体性を大切にし、気持ちや行動によりそった保育を

行い、日々の保育活動や行事にも反映させてします。 

◎自然に恵まれた環境の中、移り変わる四季折々のすばらしさと伝統を 

交えた行事を行っています。また、隣接している介護老人保健施設の 

高齢者の方々とも交流しています。（令和３年度は、感染症対策のため休 

止しています） 

  

 

 

  

 

ころころ   よちよち   とことこ   ぴかぴか   きらきら   にこにこ  

      0 歳児    1 歳児     2 歳児     3 歳児     4 歳児     5 歳児 

★当園施設情報については、内閣府ホームページ 子ども・子育て支援情報公表システム 

 「ここ de サーチ」で閲覧することができます。 

 

 

職員構成は？ 

休園日は？ 

食事は？ 

保育内容は？ 

保育環境は？ 

 

 

 

 

 

 

 

保育目標  

あかるい  こ  

つよい  こ  

すなおな  こ  

クラス編成は？ 
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7:30             開園 

          順次登園 

          朝の視診 

 

9:30～      朝のおやつ（０～２歳児） 

 

 

 

 

         クラスでの活動 

          戸外遊び 

          集会 

          製作 

          散歩 

          行事・・・など 

 

 

 

11:15～12:30   給食 

  

 

13:00～15:00   おひるね 

 

 

15:30～16:00   おやつ（全園児） 

          帰りの会 

         

 

 

 

         順次降園 

    自由遊び 

          

18:30           閉園 

 

      

 ★印は、保護者参加行事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・もちつき 

・クリスマス 

・歯科検診 

 

★歓迎の会 

 ・こどもの日 

・消防訓練 

・交流会 

・内科検診 

・泥んこ遊び（８月まで） 

 

 
・歯科検診 

・交流会 

・個別面談  

 

歳児) 

 

 

・たなばた 

・交流会(音楽会) 

・なつまつり 

 

・時の記念日 

 

 

 

 

 

・交流会(お絵かき) 

・お月見だんご作り 

★保育参観 

 

 

 

★運動会(４歳児～) 

・いもほり 

・ハロウィンパーティー 

・個別面談 

・七五三 

・交流会 

・内科検診 

 

 

 

 

 ・伝承遊び 

・消防訓練 

 

 

 

・豆まき 

・お店やさんごっこ 

・はるまつり 

・おもいで遠足 

★入園説明会 

★卒園式 

さようなら  

 またあした  

 

 

 

月例行事 ・身体測定 ・避難訓練 

     ・お話し会 ・わくわくタイム 

     ・誕生会（誕生児の保護者招待）   

     

■令和３年度は新型コロナウイルス感染症予防のため、行事については大幅に縮小して実施しています。 

令和４年度も新型コロナウイルス感染症対策のため、行事等が変更になる場合があります。 
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障がい児デイサービス 
    (のびのびるーむ) 指

導
目
標 

・みんなと仲良く遊びましょう 

・丈夫な身体を作りましょう 

・自分でできることを増やしましょう 

・いろいろな行事に楽しく参加しましょう 

 

対象児童 町内に居住する 2歳児から小学校就学前

の始期に達するまでの児童で、心身の発達

に遅れがみられ、医療機関または、宮代町

保健センターにおいて療育が必要と認め

られたもの。 

開室時間 

月曜日～金曜日 午前 9:30～午後 2：30 

通園方法 

徒歩･自転車･自家用車での保護者

による送迎になります。 

 

病児・病後児保育 
 

宮代町に住所があり、利用日時点で生後 6 ヶ月から

小学校 3年生までのお子さんが病気にかかったり、病

気回復期に、看護師等が一時的にお預かりします。 

※主治医が病児・病後児保育の利用を適当と認

めた場合に限ります。 

【利用定員】  2名 

【開室時間】 午前 8：30～午後 5：30まで 

【休室日】   土・日曜日、祝日、年末年始 

【利用料金】 1人 1回 2,000円 

(副食費 250円を含む) 

    ※利用するには、事前登録が必要です。 
   

 

 

らんらんるーむ 
(一時保育) 

＊１歳から就学前のお子さんを週 3 日まで預け 

ることができます。 

＊事前に登録が必要です。 

【利用料金】 

・通常保育[月～土]  8:30～16:30 ⇒ 2,000円 

             (副食費 250円を含む) 

・延長保育[月～土]  8:00～ 8:30 ⇒  400円 

      [月～金]  16:30～17:00 ⇒  400円 
 
【定員】  10名 
＊登録は、国納保育園、子育てひろばでも受け付け可能。 
＊利用を希望される方は、登録後、利用の 3 日前までに、
みやしろ保育園の窓口にて利用申込書を提出し予約。 
申請予約受付は、利用日の前月初めから開始です。 

 (予約の空き状況は、電話にて確認することができます。) 

 

  

定期予防接種を受けており、下記の疾患で 

当面の間は急変が予想されない状態で他児 

への感染のおそれがない児童 
○感冒等日常的に罹る疾患 

○気管支炎及び喘息等の呼吸器系疾患 

○水痘、麻疹等感染症疾患 

○外傷性疾患(熱傷等) 

  

 

【対象児童】 
 

定員 6名 

無料（給食費のみ負担） 料金 

設置主体 宮代町 
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カインド・ナーサリー本田５丁目園 

園 の 概 要 

  

所在地 埼玉県南埼玉郡宮代町本田 5 丁目 5-2 

定員 19 名（0 歳児から 2 歳児） 

駐車場 有り 

電話 0480-44-8131 

FAX 0480-44-8131 

開園時間 平日 7：00 から 19：00（標準時間 11 時間、短時間 8 時間） 

土曜 7：00 から 19：00（       同上      ） 

延長保育 標準時間 18：00 から 19：00（平日・土曜共通） 

短時間  登園時間より 8 時間以降 

18：00 から 19：00（平日・土曜共通） 

休日 日曜・祝日・年末年始（12 月 29 日から 1 月 3 日） 

運営会社 有限会社カインド・マネージ 

運営会社所在地 埼玉県さいたま市見沼区堀崎町４６４−２ 

 

運営の方針 

・一人ひとりの個性を尊重し、自主性を育む保育。 

・自発的な遊びを通して、心身の健康と自律を育む保育。 

・人との関わりを大切に、社会性と自律を育む保育。 

・家庭との連携を大切に、子どもの成長を見守る保育。 
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園の特長 

(１)0 歳児から 2 歳児までのお子様をお預かりする「小規模認可保育園」 

です。 

(２)給食は自園調理（午後おやつ含む）です。 

(３)安全性と、園児が快適に過ごせる環境づくりに重点を置いています。 

      一例として 

      ・加湿空気清浄器を保育室に設置しております。 

      ・園内に安全カメラを設置しておりますので、万が一の際にも安心 

です。 

      ・給食の食材は前日搬入なので買い置きをせずに新鮮な食材を使った 

給食を提供します。（米飯、調味料は除く） 

 

 

 

 

 

一日の流れ 

07：00～ 登園開始 

         自由遊び 

09：00～ 朝の会（点呼・お歌など） 

             午前のおやつ 

00：00         設定保育／園外保育（園庭、お散歩） 

11：30～ お昼ごはん 

12：30～ お昼寝 

15：00～ 起床／午後のおやつ 

16：00～ 帰りの会（順次降園） 

00：00         自由遊び 

～18：00 閉園（以降希望あれば延長保育） 

 

 

 

※0 歳児の授乳や睡眠の時間は、個人の生活リズムに合わせて保育を行うため、上記のスケジュー

ルに当てはまらないことがあります。 
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カインド・ナーサリー本田 2 丁目園 

園 の 概 要 

  

所在地 埼玉県南埼玉郡宮代町本田 2 丁目 7-1 

定員 18 名（0 歳児から 2 歳児） 

駐車場 有り 

電話 0480ー４４ー８６００ 

FAX 0480ー４４－８６００ 

開園時間 平日 7：00 から 1８：00（標準時間 11 時間、短時間 8 時間） 

土曜 7：00 から 1８：00（       同上      ） 

延長保育 標準時間 18：00 から 19：00（平日・土曜共通） 

短時間  登園時間より 8 時間以降 

～19：00（平日・土曜共通） 

休日 日曜・祝日・年末年始（12 月 29 日から 1 月 3 日） 

運営会社 有限会社カインド・マネージ 

運営会社所在地 埼玉県さいたま市見沼区堀崎町４６４−２ 

 

運営の方針 

・一人ひとりの個性を尊重し、自主性を育む保育。 

・自発的な遊びを通して、心身の健康と自律を育む保育。 

・人との関わりを大切に、社会性と自律を育む保育。 

・家庭との連携を大切に、子どもの成長を見守る保育。 
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園の特長 

(１)0 歳児から 2 歳児までのお子様をお預かりする「小規模認可保育園」 

です。 

(２)給食は自園調理（午後おやつ含む）です。 

(３)安全性と、園児が快適に過ごせる環境づくりに重点を置いています。 

      一例として 

      ・加湿空気清浄器を保育室に設置しております。 

      ・園内に安全カメラを設置しておりますので、万が一の際にも安心 

です。 

      ・給食の食材は前日搬入なので買い置きをせずに新鮮な食材を使った 

給食を提供します。（米飯、調味料は除く） 

 

 

 

 

 

一日の流れ 

07：00～ 登園開始 

         自由遊び 

09：00～ 朝の会（点呼・お歌など） 

             午前のおやつ 

00：00         設定保育／園外保育（お散歩） 

11：30～ お昼ごはん 

12：30～ お昼寝 

15：00～ 起床／午後のおやつ 

16：00～ 帰りの会（順次降園） 

00：00         自由遊び 

～18：00 閉園（以降希望あれば延長保育） 

 

 

 

※0 歳児の授乳や睡眠の時間は、個人の生活リズムに合わせて保育を行うため、上記のスケジュー

ルに当てはまらないことがあります。 
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カインド・ナーサリーピアシティ園 

園 の 概 要 

  

所在地 埼玉県南埼玉郡宮代町道佛１丁目１－５０ 

定員 1９名（0 歳児から 2 歳児） 

駐車場 有り（カスミ内駐車場） 

電話 0480ー３８－６８２８ 

FAX 0480ー３８－６８２８ 

開園時間 平日 7：00 から 1８：00（標準時間 11 時間、短時間 8 時間） 

土曜 7：00 から 1８：00（       同上      ） 

延長保育 標準時間 18：00 から 19：00（平日・土曜共通） 

短時間  登園時間より 8 時間以降 

～19：00（平日・土曜共通） 

休日 日曜・祝日・年末年始（12 月 29 日から 1 月 3 日） 

運営会社 有限会社カインド・マネージ 

運営会社所在地 埼玉県さいたま市見沼区堀崎町４６４−２ 

 

運営の方針 

・一人ひとりの個性を尊重し、自主性を育む保育。 

・自発的な遊びを通して、心身の健康と自律を育む保育。 

・人との関わりを大切に、社会性と自律を育む保育。 

・家庭との連携を大切に、子どもの成長を見守る 
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園の特長 

(１)0 歳児から 2 歳児までのお子様をお預かりする「小規模認可保育園」 

です。 

(２)給食は自園調理（午後おやつ含む）です。 

(３)安全性と、園児が快適に過ごせる環境づくりに重点を置いています。 

      一例として 

      ・加湿空気清浄器を保育室に設置しております。 

      ・園内に安全カメラを設置しておりますので、万が一の際にも安心 

です。 

      ・給食の食材は前日搬入なので買い置きをせずに新鮮な食材を使った 

給食を提供します。（米飯、調味料は除く） 

 

 

 

 

 

一日の流れ 

07：00～ 登園開始 

         自由遊び 

09：00～ 朝の会（点呼・お歌など） 

             午前のおやつ 

00：00         設定保育／園外保育（お散歩） 

11：30～ お昼ごはん 

12：30～ お昼寝 

15：00～ 起床／午後のおやつ 

16：00～ 帰りの会（順次降園） 

00：00         自由遊び 

～18：00 閉園（以降希望あれば延長保育） 

 

 

 

※0 歳児の授乳や睡眠の時間は、個人の生活リズムに合わせて保育を行うため、上記のスケジュー

ルに当てはまらないことがあります。 
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