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子どもの最善の利益を第一に考え、心と体の
健やかな育ちを目標にして、保護者からも信
頼され、地域に愛される保育園を目指します。

保 育 理 念

がんばる子ども（知）
自立心を育てるために必要な基本的生活習慣や挨拶・態度を身

に付けます。
思いやりのある子ども（徳）
人を大切にする心、感謝する心、道徳性の芽生えを培います。

健康で明るい子ども（体）
「あそび」のなかでの体験を通じて、個性あふれる創造性の芽

生えを養います。

保 育 目 標

【乳児保育】
０歳児のお子さんをお預かりし保育します。すべての保育園で２ヶ

月からのお子さんをお預かりします。
【障害児保育】
障害のあるお子さんも一緒に生活する総合保育を目指しています。

※お子さんおよび家庭の状況、専門機関の意見等をもとに入園の判定
をいたします。
※保育士の配置換えを行う場合がありますので、必ず入園時にご相談
ください。
【延⾧保育】
19時まで通常の保育時間の延⾧を行っています。

【一時保育】
定 員 ９名
保育年齢 生後６ヶ月～小学校就学前
保育時間 8時00分～16時00分（理由によっては18時まで）
保育料 ３歳未満児 2,000円 ３歳以上児 1,000円

※詳細は、各園へお問い合わせください。

特 別 保 育

高根沢町立保育園の概要
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公立保育園 にじいろ保育園 のびのび保育園
定 員 100名 82名

住 所 太田625番地３ 上高根沢2180番地

電 話 028-676-1945 028-675-3721

ＦＡＸ 028-676-2402 028-675-3792

MAIL nijiiro@town.takanezawa.tochigi.jp nobinobi@town.takanezawa.tochigi.jp

H P http://www.town.takanezawa.tochigi.jp

近隣の小学校 東小学校 上高根沢小学校

給 食
主食:持参
副食費:4,500円（３歳児クラス以降）
外部委託・お弁当（月１回程度）

保育料・副食費
以外に必要な費用

保護者会費:年間4,800円
その他諸費用
卒園アルバム代、布おむつ代
絵本代、遠足費用等

保護者会費:年間7,200円
（２児以上１人年間4,200円）
その他諸費用
卒園アルバム代、布おむつ代
絵本代、遠足費用等

制服等 カラー帽子有、制服・体操着無

周園保 育 辺 地 図

のびのび保育園

にじいろ保育園
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合言葉に『0歳児から2歳児は「今を生きる力」を育む』、『3歳児から5歳児は「将来を生きる力」を育む』

よう日々保育活動を展開しています。

tel028-675-0613　　　fax028-675-8744
http://k-oneta.wixsite.com/takara

 　本園は、閑静な住宅地のに広大な敷地面積に恵まれた保育園です。「子どもたちの笑顔のために」を

〒３２９－１２３３　栃木県塩谷郡高根沢町光陽台２－５３－１

❋保育方針❋

〇散歩や自然体験活動を通じて丈夫な体と,
感動する心や感性を育む保育

〇家庭的な雰囲気の中で園児一人ひとりを大切にし、

思いやりの心と自立性を育てる保育

〇子どもの発達に応じたあそびや活動を通して、

想像力と行動力を育てる保育

❋保育目標❋

☆つよく

心と体が強く、生きる力のある子

☆かしこく

創造力が豊かで、考えて行動する子

☆やさしく

思いやりと、協調性のある子

定員 １６０名

保育年齢：２ヶ月～就学前まで

開閉時間：７：００～１９：００

・通常保育時間・・・８：３０～１７：００

・短時間保育・・・・・８：３０～１６：３０

延長保育：７：００～８：３０ / １７：００～１９：００

（＊１８：００～１９：００・時間外は、別途料金が必要）

完全給食（月に１回手作り弁当の日があります。

６月～９月は実施しません。）

土曜・休日保育・・・保護者が就労のため保育が

必要な場合

障がい児保育・・・軽度の園児

乳児保育・・・生後５７日を経過した翌日から

≪7月～9月≫
・プール開き

・七夕まつり

・お泊り保育（５歳児）

・プ―ルじまい

≪10月～12月≫
・運動会

・芋ほり

・りんご狩り

・秋祭り

・和紙漉き（5歳児）

・クリスマス会

・お遊戯会

・お餅つき

・内科検診・歯科検診

≪1月～3月≫
・豆まき

・サッカー大会（５歳児）

・保育参観

・ひな祭り

・お別れ遠足（５歳児）

・卒園式

たから保育園
オータニ

BOSS

西小学校

クスリの

アオキ

宝積寺駅

高根沢ゴルフ

パーク

１０

≪4月～6月≫
・入園進級式・保護者総会

・親子遠足（幼児組）

・保育参加・懇談（６月～８月）

・いちご狩り（４，５歳児）

・電車に乗る園外保育（5歳児）

・内科検診・歯科検診

≪毎月の行事≫

・身体測定 ・誕生会 ・避難訓練

☆専門講師による

・体操教室（3歳児～5歳児）

・英語教室（3歳児～5歳児）

・リズムあそび（１歳児～２歳児）

・科学の森（4歳児～５歳児）

・サッカー教室（４歳児～５歳児）

・ふれあい文庫（４歳児～５歳児）

集金について

・3歳児～5歳児は、副食費4,500円（保育料無償化に伴い）

（町から免除の通知があった保護者については、集金はありません）

・主食費1,000円

・共済掛金・・・保護者負担金年間210円

・保護者会費・・・月600円
※入園時・・・園指定帽子・名札・ お便りバインダーを購入していただきます。

＊その他、各年齢によりかかる費用が違います。

（詳細は、園にお問い合わせください。）

0歳児・・・連絡帳代 1歳児・・・連絡帳代・月間絵本代

2歳児・・・連絡帳代・月間絵本代・お道具箱・粘土・粘土ケース・粘土板・パステル・自由画帳

3歳児・・・出席ノート・出席シール・月間絵本・クレヨン・のり・ハサミ・マーカー・トレーニングウエア上下（夏用・冬用）

4歳児・・・出席ノート・出席シール・月間絵本・絵具・色鉛筆 5歳児・・・出席ノート・出席シール・月間絵本・ひらがなとすうじ
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見学は随時行っております。 

お気軽にお問い合わせください。 

 

 

 

「ひまわり保育園」は、家庭や地域社会と連携を密に、子どもたちの最高の幸せと最善の利益を願う 

保育、そして保護者の皆様の生活形態に応えられる保育を目指し平成２２年４月に開園しました。 

地域の皆様に見守られながら、「愛育」の精神で一人ひとりの人格を慈しむ家庭的で温かい雰囲気の 

保育園です。 

 

保育目標  ○元気に挨拶のできる子  ○自然と遊べる子  ○痛みのわかる優しさのある子 

 

定   員  ○定員 認可定員 １１０名 / 利用定員 １００名 

 

開所時間  ○午前 7時～午後８時 （標準時間保育） / 午前８時３０分～午後４時３０分 （短時間保育） 

         ○休園・・・日曜日・祝日・年末年始 

 

特別保育  乳児保育・障害児保育・延長保育・一時預かり保育（詳細はお問い合わせください） 

 

給   食  完全給食（外部委託） 月に１回手作りお弁当の日があります。 

 

クラス定員 ０歳児ひよこ組・・・10名  １歳児り  す組・・・１6名  ２歳児うさぎ組・・・１６名 

３歳児こあら組・・・20名  ４歳児ぱんだ組・・・２4名  ５歳児きりん組・・・２4名 

 

職   員  理事長１名 園長１名 主任保育士１名 保育士２０名 看護師１名 子育て支援員１名 

 

☆主な年間行事☆ 

・入園式・いちご狩り・プール開き・お泊り保育・夏祭り・運動会・梨狩り・親子遠足 

・観劇・防犯教室・交通安全教室・発表会・もちつき会・マラソン大会・豆まき会 

・ひな祭り会・作品展・にんじん掘り・お別れ遠足 ・内科健診、歯科検診 

＊その他、英語教室・体操教室・サッカー教室・移動図書館・年２回保育参観・クラス懇談会 

地域（近隣の小・中・高校や敬老会等）との交流会なども積極的に行っております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〒 329-1205  栃木県塩谷郡高根沢町飯室５００ 

TEL 028-676-0123 / FAX 028-676-3643   

ホームページ  ｈｔｔｐ：//ｍａｋｏｔｏｙａｗａｒａｇｉｋａｉ.ｏｒ.ｊｐ/ 

まことやわらぎかい 

 

 

豊かな自然に恵まれた環境の中、広々とした園庭で思いっきり体を動かして遊んだり一年を通してたくさんの

楽しい行事を経験することができます。ひまわり保育園の園児は、友だち・先生・地域の方々との触れあいを通

して豊かな感性と思いやりのある心が育まれ、すくすくと育っています。 

☆保育料以外の費用  

・主食費（3歳以上児） 1.000円/月 

・副食費（3歳以上児） 4.500円/月 

・保護者会費        400円/月  

・月刊誌             350円～430円/月 
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          社会福祉法人薫陶会 こ ば と 保 育 園 

 

 

保育目標  〇 健康な子ども      すこやかに、賢く、心やさしい人になってください 

        〇 自然に親しむ子ども  自然を守り、慈しみ、共存できる人になってください 

        〇 創造性のある子ども  自然、環境、人と遊ぶ中で、心豊かでたくましい人になってください 

 

          

保育園の紹介 

   健 康 ・・ 乳児は布おむつ（レンタルですので、オムツカバーだけ用意してください）使用です。 

             常勤看護師による健康や投薬の管理、急な発熱やケガの対応 

   安 全 ・・ 園舎外、全保育室の 24 時間防犯カメラによる監視 

   教 育 ・・ 音楽講習、体操教室、英語教室、学研教室 

   開園時間 ・・ ７時から１９時 

標準時間保育 ７時から１８時、短時間保育 ８時３０分から１６時３０分 

   施設詳細 ・・ 昭和 53 年 4 月認可、平成 24 年木造園舎改築（９１１．３５㎡）、駐車場あり、全室冷床暖房 

   保育料以外に必要な費用 ・・ 保護者会費 ６００円/月、絵本代（２歳児から５歳児）３００円～５００円 

                       布おむつ代 ２５００円（乳児のみ）、副食費 ４５００円（幼児のみ）   

 

          

主な年間行事                               毎月行なう行事 

 春 ・・ 入園式  遠足  健康診断  歯科検診                   誕生会       避難訓練 

 夏 ・・ プール遊び  お泊まり保育  ぶどう狩り                   運動プログラム  身体測定 

 秋 ・・ 運動会  秋まつり  りんご狩り  交通安全教室              食育指導       衛生調べ 

 冬 ・・ おゆうぎ会  クリスマス会  人形劇  豆まき                        

 

 

 

329-1233  高根沢町宝積寺 2400-1 

ＴＥＬ: 028-675-3315 

Mail:  kobato-5341@bz01.plala.or.jp 

HP :  http://kuntoukai.sakura.ne.jp/kobato.html ➡ 

   

-5-



 

・保護者会費（6,000 円/年）  

・主食費（2,000 円/月） ・副食費（4,500 円/月） 

※幼児組のみ翌月集金をしています。 

・絵本代（440 円～500 円 絵本により変更あり） 

 
※個人持ち保育用品は別途費用がかかります。 

 

 

 

 

空と大地保育園 

社会福祉法人 幸世会 

 

☆住所 高根沢町大字石末 673-1 

☆電話 028-666-7607 

☆Fax  028-666-7609 

☆HP  http://www.soratodaichi.jp 

 

小さな体にたくさんの可能性を持っている子どもたち。 

一つひとつの成長をみんなで喜び合いながら、 

毎日楽しく過ごしています。 

たくさんのお友だち、そして自然とも触れ合いながら大地 

にしっかりと根をはり大空と伸びてゆけるたくましく思

いやりのある子に育ってもらいたいと願っています。 

【保育時間】   ７：００～１９：００ 

標準時間保育 ７：００～１８：００ 

短時間保育  ８：３０～１６：３０ 

 
【延長保育】 

標準時間保育 １８：００～１９：００ 

短時間保育   ７：００～８：３０ 

         １６：３０～１９：００ 

 ※延長保育は別途費用がかかります。 

（1 回 300 円・14 回から一律 4,000 円） 

 
【土曜保育】   ７：００～１８：００ 

※保護者が就労のため保育が必要な場合。 

土曜保育申請書の提出が必要になります。 

 
【完全給食】月に 1 回手作りお弁当の日があ 

ります。 

～保育理念～ 

☆体は のびのび にこやかに 

☆頭は かしこく やわらかに 

☆心は やさしく ほがらかに 

利用定員 80 名 

クラス名はお豆の名前になっています！！ 
 

0 歳児 あずきベイビーぐみ 

1 歳児 あずきぐみ 

2 歳児 だいずぐみ 

3 歳児 そらまめＣぐみ 

4 歳児 そらまめＢぐみ 

5 歳児 そらまめＡぐみ 

・入園式 ・親子遠足 ・いちご狩り ・親子運動会  

・夏祭り ・なし狩り ・ハロウィン会 ・お芋掘り  

・発表会 ・クリスマス会 ・長ネギ収穫体験  

・ひなまつり会 ・保育参観 など 

 
その他にも、楽しい行事がたくさんあります。 

☆～主な年間行事～☆ 

 

保育園見学は随時受け付けております。お問い合わせお待ちしています。 

家庭的な保育を目指しています。 

～保育料以外にかかる費用～ 
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    子どもの時間を生きる『 暮らし 』が 

～子どもたちの身体は全部、食べたもので出来ている～ 

だからこそ陽だまりの暮らしの中では園の真ん中に「食」を
据えています。安心安全なものを提供することはもちろん、食文化や 
食する空間、食器にもこだわり、「食」を通して心も豊かに育みます。 
完全自園調理 加工品等も使わず、すべて素材からの調理、手づくり
味噌も自慢です。ビュッフェスタイルなので、自分で食べる量も決める
ことができます。 もちろん、アレルギー食等にも個別の配慮を行い、
離乳食も一人ひとりのペースを尊重して、個人対応で作ります。 

『主体的に』遊ぶ 
遊びとはそもそもが「主体的な」営みです。 

道具や大人に遊ばされる・・でなく、 
「自ら遊ぶことを 

楽しんでいるか」 
         が重要なポイント！！！ 
       遊びこそ、 

アクティブラーニング！  

『非日常を』遊ぶ   ～毎日の暮らしの中にある〝ハレ〟の日と〝ケ〟の日～ 

ワクワクする非日常を演出することもまた大事な保育の一コマです。 同じことが安心して繰り返される日常〝ケ〟の中にある〝ハレ〟
の日。行事や取り組みを通してまた一つ子どもたちの大きな成長を見ることができます。また「ハレの日（＝行事）」は、大事な保育
公開の場であり、子どもたちの成長をみんなで喜び合う日でもあるのです。 そのためだけに特別なことをする必要はないけれど 
保育の大きな節目として大事に取り組みます。３歳児から山に登り始め、５歳児では筑波山に茶臼岳、古賀志山登山、岩山クライミ
ングにも挑戦。４歳児も自分たちでキャンプ計画を立て実行。保育参加を推奨しながらの「共育て」楽しい子育てのお手伝いします！ 

保育所型 認定こども園 

『原風景に刻まれる 暮らし』 
陽だまりの暮らしは一人ひとりが主人公。大人も子どもも それぞれの役割を果たしながら、

知恵を合わせて楽しく暮らす「おおきなおうち」の一員です。特に、暮らしを作る中で優先

されるのは、大人の都合よりも ｢子ども時間の保障」。そんな日々の暮らしが「主体的に生

きること」を支えます。また、小さな仲間を思いやる気持ちや、先輩たちへの憧れは、人と

人が関わり合って暮らす〝異年齢保育〟の暮らしの中で大切に育まれています・・・ 

 

◆設置者◆ 

    社会福祉法人 陽向 
〒329-1233 

塩谷郡高根沢町宝積寺 2062-1 
℡/Fax：028-678-9717/9718    

◆認定区分・定員・特別保育◆ 

・ 1 号認定こども（保育を必要としない 3 歳以上） … 9 名 
2,3 号認定こども        … 認可定員 90 名 

・「乳児保育」産休明け 2 ヶ月よりお預かりいたします。 

・「障がい児保育」 専門家の発達相談受けられます。 
・「延長保育」  18:00 ～ 20:00 

・「たかねざわ ぽかぽか食堂」（こども食堂） 

・「地域子育て支援拠点事業 『ひなたぼっこ』 

・「学童保育」 『地球小屋』 

社会福祉法人 陽 向 

『自然の中で』遊ぶ 

 水、砂、土、風、 時に雨もまた楽しい・・ 

使い方の決まった玩具より、隣接する森に
出かけて出合える様々な自然物は、何にでも
見立てることができる万能素材。 
好奇心をくすぐられ、 想像力 創造力の源が

詰まっているのです。 

～ あせらず 先取りせず)  

ゆっくり  

じっくり  

丁寧に ～ 

五感豊かに体験することによって、 

自ら獲得する“認識保育” 

 

暮らしの中で『食べること』 

子ども時間が流れる中での『 遊び 』 ～ アクティブラーニング～ 

ここにある 

◆利用料等◆ 

・ 給食費 …主食費:1,500 円/月 
          副食費：4,500 円/月 
・ 月刊絵本代 … 福音館こどものとも 440 円/月 
・ 保護者会費 … 500 円/月 
・ 実費負担金 … 年長 2,500 円/月 年度末精算 
   （キャンプ、登山ロープウェイ等交通費、スキー合宿等） 
 

 

 ひなた て ら こ や 

ホームページ 
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保育内容 
対象年齢 生後 2 ヵ月～満 2 歳児 

定 員  12 名 

     0 歳児 3 名 1 歳児 4 名 2 歳児 5 名 

休園日  日曜日・祝日・年末年始 

保育時間 7：00 ～ 18：00 

標準保育 7：00 ～ 18：00 

短時間  8：30 ～ 16：30 

保育理念 

ひとりひとりの子どもの 

育ちを支え大切に育てる 

保育目標 

・たくましい子 

・自分を大切にする子 

・自分で考え行動できる子 

・人の喜びや悲しみに共感できる子 
主な年間行事 

春・・入園・進級式 保育参加 

夏・・プール遊び  

秋・・ハロウィン 親子遠足 

冬・・クリスマス会 発表会 節分 雛祭り 

   修了・卒園式 

住所  高根沢町宝積寺 2288-1 

電話  028-611-1218 

ＦＡＸ 028-611-1219 

小規模認可保育園 

あいランド保育園 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

あいランド保育園は、令和 2 年１２月に開園した小規模保育園です 

ご家庭と園との信頼関係を深め、ともに協力し子どものより良い育ちが実感できる保育を心がけていき

ます。 

子どもの成⾧を喜び合う関係を作れるような保育に努めます。 

延⾧保育 

標準保育 18：00 ～ 19：00 

短時間   7：00 ～  8：30 

     16：30 ～ 19：00 

(1 回 300 円・月額 4000 円) 
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