環境ふれあい館をご利用ください

平成 21年度認可保育所入所申込の受け付けを始めます
受付期間は 11 月 21 日
（金）から 12 月 22 日
（月）までです
保育所は、保護者の仕事など家庭の事情で児童を保育できない場合に保護者に代わって保育することを
目的とした児童福祉施設です。保育所への入所を希望する保護者は、お申込みください。
●入所対象児

書
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◆認可保育所一覧◆
No

保育所名

所在地

電話番号

No

保育所名

所在地

電話番号

0994-42-2988

19 わかば保育園

寿４丁目８-14

0994-44-5234

2

アソカ保育園

向江町４-2

0994-42-3801

20 二葉保育園

上谷町 11657-3

0994-44-6107

3

高須保育園

高須町 1389

0994-47-2029

21 円鏡保育園

西祓川町 376-2

0994-43-9000

4

笠之原保育園

笠之原町 1106-1

0994-42-2919

22 大黒保育園

下高隈町 4681-5

0994-45-3078

5

松下保育園

西原１丁目 22-23

0994-42-2769

23 エンゼル保育園

札元２丁目 3721-1

0994-43-9353

6

和光保育園

横山町 1566

0994-48-2931

24 敬心保育園

今坂町 12405-47

0994-44-6577

7

古江保育園

古江町 820

0994-46-2067

25 細山田保育園

串良町細山田 4833-4

0994-62-2026

8

高隈保育園

上高隈町 77

0994-45-2039

26 ひばり保育園

串良町細山田 5295-1

0994-62-3377

9

西南保育園

飯隈町 3065-1

0994-49-2102

27 洗心保育園

串良町有里 460

0994-63-9192

10 こばと保育園

川西町 4796

0994-42-4480

28 正徳保育園

串良町岡崎 3445-2

0994-63-2186

11 平和保育園

田崎町 2294-1

0994-42-4487

29 ふたば保育園

串良町下小原 4860-2

0994-63-2620

12 さくら保育園

西原２丁目 37-10

0994-42-4455

30 上小原保育所

串良町上小原 2621-3

0994-63-3657

13 白崎保育園

白崎町 15-18

0994-42-3589

31 吾平保育園

吾平町上名 7681

0994-58-8220

14 野里保育園

上野町 4776-3

0994-42-3577

32 つるみね保育園

吾平町上名 6646-3

0994-58-6262

15 東原保育園

東原町 3298-7

0994-43-5095

33 瑞穂保育園

吾平町麓 1257-4

0994-58-7800

16 杉の子保育園

打馬２丁目 12-33

0994-43-2475

34 光明保育園

輝北町上百引 3989

099-486-0562

17 はらい川保育園

祓川町 4498

0994-42-2250

35 正覚寺保育園

輝北町市成 1467

099-485-1154

18 光華保育園

花岡町 369

0994-46-3764

◆下記施設は、認可外保育所です。申込方法や保育料等に
ついては、それぞれの施設へ直接お問い合わせください。
保育所名

所在地

電話番号

くりのみ学園

寿５丁目

0994-40-0963

ひなぎく保育園

笠之原町

0994-42-4077

大浦町

0994-41-0058

寿５丁目

0994-36-1000

恵光の里
あっとほーむ託児所

【問い合わせ】市子育て支援課
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ほかにも、環境学習図書
コーナーやゲームコーナー
もあり、子どもから大人ま
で誰でも自由に楽しめます。
「環境ふれあい館」は、
様々な体験ができたり、子
どもたちの自由研究などに
ピッタリの場所です。また、
リサイクルコーナーを活用
するなど家族で訪れても楽
しい場所です。
ご近所やご家族連れなど
で、お気軽にご利用くださ
い。

寿５丁目 24-16

●休館日＝毎週月曜日
※月曜日が祝日の場合は、
翌日が休館日
●利用時間＝９時～ 時
●利用料金＝無料

寿保育所

【問い合わせ】
肝属地区環境ふれあい館
☎０９９４ - ８-１０１

1

リサイクルコーナー

●内容＝家庭で不要になったものを持ち寄り、それ
をどなたでも持ち帰れます。
●利用方法
○不要品の持ち込みは、随時受け付けています。
○持ち帰る場合、衣類・バッグ・おもちゃなどの
小物は、一人一回につき三点まで持ち帰れます。
家具、自転車、ベビーカー等は抽選を行い、当選
者が持ち帰れます。
●抽選日時＝毎月第３日曜日 10:00 ～
※当選者には、後日文書でお知らせします。
●抽選申込方法＝環境ふれあい館に設置してある
応募用紙に必要事項を記入し、応募箱へ投函し
てください。

串 良 さ く ら 温 泉 と 同 じ 建 物 内 に あ る「 環 境 ふ れ あ い 館 」
は、環境について考え、学び、体験できる環境教育の拠点
施設です。
館内には、リサイクルコーナーや研修工房、環境学習図
書コーナーなどが設けてあり、どなたでも利用できます。
「環境ふれあい館」を、ぜひ、ご利用ください。

込

串良町下小原にある「環
境ふれあい館」は、平成
年４月にオープンした施設
で、肝属地区清掃センター
に隣接しており、串良さく
ら温泉と同じ建物内にあり
ます。
施設内には、研修工房や
展示スペースなどがあり、
研修工房では、廃油を使っ
た石けん作りや使用済みの
牛乳パックを使った紙すき
などが体験できるほか、裂
き織り、パッチワーク、染
色なども体験できます。
展示スペースは、リサイ
クルコーナーとなっており、
不要な服や自宅で眠ってい
る引出物などを持ち寄って、
それを必要な人が持ち帰る
ことができます。また、粗
大ごみで出た家具や自転車
などを修理して再生し、抽
選で当選した人に無料で提
供しています。

●申

保護者の仕事、出産（出産予定日の２か月前から産後６か月の間）、病気、障害、病人の
看護、家庭の災害などの事情により児童の保育ができない家庭で平成 21 年４月１日以降
に入所を希望する児童
入所申込書等は、 11 月 21 日（金）から市子育て支援課、 各総合支所市民生活課及び各
保育所で配布します。
市子育て支援課（１階⑰番窓口）、各総合支所市民生活課、各保育所
児童の年齢及びその世帯の前年の所得税額等で決定されます。

研

修

工

房

●内容＝紙すき、石けん作り、
布ぞうり作り、裂き織り、
染色、木工細工、自転車修
理など
●利用方法＝紙すきは、定員
５人で随時受け付けていま
す。その他は、事前に申込
みが必要です。

環境学習図書コーナー・ゲームコーナー
●内容＝環境に関する図書な
どが置いてあります。また、
環境問題やごみ分別などに
ついての環境学習ゲームも
あります。
●利用方法＝いつでも自由に
利用できます。



