
阿蘇市内の保育園・認定こども園 施設紹介 

 

[保育園]                                 （平成２９年１１月１日時点） 

地区 区分 保育園名 住所 電話 定員 
延長 

保育 

一時 

預かり 
頁 ﾏｯﾌﾟ 

一の宮 

公立 坂梨保育園 一の宮町坂梨 1030番地 22-0435 55 〇 ― 2 ① 

私立 宮地保育園 一の宮町宮地 2398番地 1 22-2444 135 ○ ○ 3 ② 

私立 りんどう保育園 一の宮町宮地 3249番地 22-4539 100 ○ ○ 4 ③ 

阿蘇 

私立 内牧保育園 内牧 169番地 32-0354 130 ○ ○ 5 ④ 

公立 乙姫保育園 乙姫 127番地 5 32-0315 30 ○ ― 6 ⑤ 

私立 熊本 YMCA赤水保育園 赤水 846番地 56 35-0024 90 ○ ○ 7 ⑥ 

私立 熊本 YMCA尾ヶ石保育園 狩尾 1798番地 32-0213 40 ○ ○ 8 ⑦ 

私立 熊本 YMCA永草保育園 永草 2905番地 32-0810 30 ○ ○ 9 ⑧ 

公立 山田保育園 小野田 1418番地 32-0794 45 ○ ― 10 ⑨ 

波野 公立 波野保育園 波野大字赤仁田 296番地 2 24-2800 45 ○ ― 11 ⑩ 

 

[認定こども園] 

地区 区分 保育園名 住所 電話 定員 
延長 

保育 

一時 

預かり 
頁 ﾏｯﾌﾟ 

一の宮 

私立 あそひかり幼稚園 一の宮町中通 302番地５ 22-0089 55 ○ ○ 12 ⑪ 

私立 古城保育園 一の宮町手野 1030番地 22-0380 55 ○ ○ 13 ⑫ 

阿蘇 

私立 阿蘇中央幼稚園 黒川 758番地 32-3643 130 ○ ○ 14 ⑬ 

私立 熊本 YMCA黒川保育園 黒川 1708番地 1 34-0402 120 ○ ○ 15 ⑭ 

※マップ番号は 16 ㌻の「阿蘇市子育てマップ」に対応しています。 

 

●共通事項 

〇開所時間：（平日）7：00～19:00 （土曜）7:00～18:00 

 ※1号認定における教育時間は施設によって異なります。 

〇休園日：日・祝日（1号認定は春季・夏季・冬季などの休園日があります） 

●その他 

〇保育認定（２・３号認定）は原則、おおむね生後６カ月以降の入園となります。 

 

（認可外保育施設） 

施設名 所在地 電話番号 特記事項 

ことりのへや 阿蘇市一の宮町宮地 141 22-0525 阿蘇やまなみ病院内 

だっこ 阿蘇市一の宮町坂梨 2365 22-1511 あそん里内 

アップルハウス 阿蘇市一の宮町宮地 5833 22-3800 大阿蘇病院内 

くるみ幼育園 阿蘇市内牧 1172 32-1940 阿蘇温泉病院内 

※「阿蘇市子育てマップ」に位置を掲載しています。 



阿蘇市立 

坂梨保育園 
●所在地 〒869-2611 阿蘇市一の宮町坂梨3027-1 

     TEL:0967-22-0435 FAX:0967-22-0435    

●開所時間 【平日・土】午前７時～午後６時 

      【延長保育】午後６時～午後７時（平日のみ） 

●一時預り なし 

●定  員 ５５名 

0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 

6 10 10 9 10 10 

主な取り組み 

保 育 方 針 

年間行事予定 

1.保育園 

（その他）各種健診、誕生会、身体測定、安全点検、災害避難訓練、交通指導、おにぎりの日、お部屋訪問の日  

４月 ●入園､進級式●保育参観､育児講座●じゃが芋植え    10月 ●親子遠足●キウイ狩り●リンゴ狩り  

５月 ●さつま芋苗植え●春の遠足   11月 ●さつま芋掘り  

６月 ●わくわくサマーナイト●給食試食会●プール開き   12月 ●おたのしみ会●あそん里訪問●人形劇観覧     
●クリスマス会､バイキング  

７月 ●じゃが芋掘り●七夕会●夏祭り  １月 ●親子クッキング                 
●おじいちゃん、おばあちゃんとの集い  

８月 ●ブルーベリー狩り●あそん里夏祭り  ２月 ●豆まき●年長バレンタインクッキング       
●保育参観、懇談会  

９月 ●運動会●馬場八幡宮祭参加  ３月 ●ひな祭り会●お別れ旅行●お別れ遠足       
●新入園児体験保育●卒園式●新年度面接  

●子どもが自分で考え行動することを見守り、主体的に物事にかかわる力や協調性を育みます。 

●動植物や土に触れ、自然とかかわる中で、感動する心や命あるものに共感する心を育てます。 

●地域の方との交流を通して、伝統文化に興味を持ち、体験から心豊かな子どもに育てます。 

●家庭での過ごし方を含めた24時間を視野に入れ、保健的な環境の中で快適に生活できるようにします。  

野菜作り、収穫体験、季節の食材に触れる体
験等、食べることへの関心を育んでいます。
工夫を凝らした給食を提供しています。 

自然に囲まれ地域に愛される中で、 
子どもたちは素直でのびやかに育っています。 

雄大な阿蘇山の下、四季折々の表情の
阿蘇山とのびのびと育つ子どもたち。 

馬場八幡例大祭で 
ワッショイ！ワッショイ！ 

トマトだ
ーいす

き！ 

おいし
いね！

 

たくさんとれたよ！ 
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社会福祉法人 まどか会 

宮地保育園 
●所在地 〒869-2612 阿蘇市一の宮町宮地2393-1 

     TEL:0967-22-2444 FAX:0967-22-2451     

●ウェブサイト http://www.aso-madoka.jp/miyaji/ 

●開所時間 【平日・土】午前７時～午後６時 

      【延長保育】午後６時～午後７時（平日のみ） 

●一時預り あり 

●定  員 １３５名 

0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 

16 22 22 25 25 25 

主な取り組み 

保 育 方 針 

年間行事予定 

QRコード 

2.保育園 

（その他）水泳教室（6月以降、アゼリア21にて） 

４月 ●入園式●お見知り遠足 10月 ●乗馬体験 

５月 ●花まつり●芋の苗植え●お泊まり保育  11月 ●親子遠足  

６月 ●アゼリアプール●内科検診●歯科検診  12月 ●お楽しみ会 

７月 ●夕涼み会  １月 ●もちつき●保護者研修会  

８月 ●ブルーベリーがり  ２月 ●学習発表会   

９月 ●運動会  ３月 ●お別れ遠足（年長児）●卒園式 

●健康、安全など生活に必要な基本的な習慣や態度を養い、心と体身の健康の基礎を培います。 

●自然の大きさ、美しさ、不思議さに直接触れる体験をとおして、豊かな感情、好奇心、思考力の基礎を培います。 

●経験したことや考えたことを自分なりの言葉で表現し、相手の話す言葉を聞こうとする意欲や態度を育て、言葉に関する感覚
や表現する力の基礎を養います。 

●食育をとおして、生命や自然の大切さ農業に触れ、食の基礎が培われることを踏まえ、子どもが食の大切さに気付き、食生活
の形成を大切にします。 

●人と共感し合うことをとおして、自分から関わろうとする意欲を育て、畏敬の念、生命を大切にする気持ち、人権への関心、
感覚を養います。 

阿蘇中央高校に招待いた

だき、お兄ちゃんと一緒に、

ネイチャーゲームに挑戦し

ました。 

キャンプ場の川で鮎のつかみ取

り、命を頂いていることに感謝。 
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社会福祉法人 一実会 

りんどう保育園 
●所在地 〒869-2612 阿蘇市一の宮町宮地3249 

     TEL:0967-22-4539 FAX:0967-22-3850     

●ウェブサイト http://aso-rindou.sakura.ne.jp/  

●開所時間 【平日・土】午前７時～午後６時 

      【延長保育】午後６時～午後７時（平日のみ） 

●一時預り あり 

●定  員 １００名 

0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 

9 15 17 21 19 19 

主な取り組み 

保 育 方 針 

年間行事予定 

QRコード 

3.保育園 

（その他）各種検診、避難訓練、交通安全訓練、身体測定、誕生会、本堂礼拝、体育遊び  

●児童福祉法、子ども、子育て支援法、その他関係法令等を遵守し、その根本に宗教的情操を涵養し、保育所保育

指針及び保育課程に沿って、家庭との緊密な連携を保ちながら集団生活の中で一人ひとりの子どもを大切にし、

次代を担う心身ともに健全な児童を育成する。 

●豊かな自然環境の中で、一人ひとりの子どもがもっている能力や特性を発揮できるよう心がけ横割り（同年齢集

団）、縦割り（異年齢集団）を併用したクラス編成で、子ども・保育者・保護者が「ともに生き、ともに育ち合

う」保育・教育を提供します。 

❀仏教の教えを通していのちの尊さを育む 

❀自主性があり思いやりのある子どもを育む 

❀何事にも興味や意欲を持つ子供を育む 

❀元気でたくましく心身ともに豊かな子どもを育む 

保育目標 

４月 ●入園・進級式  10月 ●徒歩遠足●親子遠足●芋ほり   

５月 ●花まつり●お見知り遠足  11月 ●親子クッキング   

６月 ●プール開き●保育参観●クラス懇談会   12月 ●餅つき●発表会●成道会  

７月 ●お泊り保育●園内コンサート●夏祭り   １月 ●報恩講子どもの集い●作品展  

８月 ●人形劇観劇会   ２月 ●すもう大会●涅槃絵●保育参加●懇談会  

９月 ●祖父母交流会●運動会  ３月 ●お別れ野点●お別れ会食●卒園式  
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社会福祉法人 竹葉会 

内牧保育園 
●所在地 〒869-2301 阿蘇市内牧169 

     TEL:0967-32-0354 FAX:0967-32-0354     

●ウェブサイト http://www.ans.co.jp/sankyo/uchinomakihoikuen/  

●開所時間 【平日・土】午前７時～午後６時 

      【延長保育】午後６時～午後７時（平日のみ） 

●一時預り あり 

●定  員 １３０名 

0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 

13 20 22 25 25 25 

主な取り組み 

保 育 方 針 

年間行事予定 

QRコード 

4.保育園 

（その他）各種検診、保育参観、誕生会、リトミック（３歳以上児） 、鍵盤ハーモニカ指導（年中・年長） 、合奏指導

（年長） 、マーチング指導（年中・年長） 、体操教室（年長） ・ストライダー（年長）   

４月 ●入園式●進級式    10月 ●園外保育●遠足●芋掘り   

５月 ●春の遠足  11月 ●卒園・終了記念写真撮影  

６月 ●親子遠足（年長児）●芋苗植え  12月 ●発表会・クリスマス会  

７月 ●プール開き●七夕会   １月 ●どんどや●親子クッキング  

８月 ●夏祭り●お泊り保育（年長児）  ２月 ●豆まき会●もちつき●卒園児記念撮影  

９月 ●運動会  ３月 ●観劇会●ひな祭り会●お別れ遠足●卒園式  

◎保育理念…一人ひとりの子どもの育ちや、保護者の子育てを支え、地域に根ざした保育園を目指す。 

◎保育方針…豊かな人間性をもった子どもを育成する。 

◎保育目標…心も体も健やかな子ども 

      自分で考え、自分の言葉で話し、意欲的に行動する子ども 

      感謝の心、思いやりのあるやさしい子ども 

ストライダー 

マーチング 

おさんぽ 

餅つき 

発表会 

川あそび 

やまめのつかみ取り お昼寝 

保育参観 お集まり 

うんどうかい 
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阿蘇市立 

乙姫保育園 
●所在地 〒869-2226 阿蘇市乙姫127-5 

     TEL:0967-32-0315 FAX:0967-32-0315     

●開所時間 【平日・土】午前７時～午後６時 

      【延長保育】午後６時～午後７時（平日のみ） 

●一時預り なし 

●定  員 ３０名 

0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 

4 4 5 5 6 6 

主な取り組み 

保 育 方 針 

年間行事予定 

5.保育園 

（その他）健康診断・歯科検診・誕生会・避難訓練・交通指導・乙姫荘慰問や交流会・体験入園  

４月 ●入園、進級式●春の遠足（乙姫神社）    10月 ●芋ほり●幼年消防大会参加（２年に１度）   

５月 ●親子遠足(子安河原観音大祭）●芋植え   11月 ●焼き芋大会●職場慰問  

６月 ●保育参観（試食会）  12月 ●発表会●クリスマス会  

７月 ●プール遊び●七夕●乙姫っ子祭り  １月 ●親子クッキング（年長児）●わいわい交流会  

８月 ●プール遊び（水遊び）  ２月 ●豆まき●人形劇●お菓子作り（年長児）  

９月 ●運動会  ３月 ●ひな祭り●お別れ遠足●卒園式  

●家庭での過ごし方を含めた２４時間を視野に入れ、保健的な環境の中で快適に生活できるようにします。 

●子どもが自分で考え行動することを見守り、主体的にものごとにかかわる力や協調性を育みます。 

●動植物や土に触れ、自然とかかわる中で、感動する心や命あるものに共感する心を育てます。 

●地域の方との交流をとおして、伝統文化に興味を持ち、体験から心豊かな子どもに育てます。 

保育園は、乳幼児期の子どもたちが１日の大半

を過ごすところです。子どもたちが健康、安全

で情緒の安定した生活ができる環境を用意し、

自己を十分に発揮しながら活動できるように配

慮しています。また、地域の方たちと一緒に活

動したり交流を深められるようにし、他人を思

いやったりする気持ちや尊敬する気持ちを少し

ずつ育てていきたいと思っています。  

発表会 

クリスマス会 

豆まき プール遊び 

運動会 お祭り参加 
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社会福祉法人 熊本ＹＭＣＡ福祉会 

熊本YMCA赤水保育園 
●所在地 〒869-2232 阿蘇市赤水846-56 

     TEL:0967-35-0024 FAX:0967-35-0031     

●ウェブサイト http://www.kumamoto-ymca.or.jp/hoikuen/3200.html 

●開所時間 【平日・土】午前７時～午後６時 

      【延長保育】午後６時～午後７時（平日のみ） 

●一時預り あり 

●定  員 ９０名 

0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 

5 15 16 17 18 19 

主な取り組み 

保 育 方 針 

年間行事予定 

QRコード 

6.保育園 

（その他）各種検診、交通安全指導、避難訓練、こどもえいご教室、体操教室（４月～９月）、サッカー教室（１０月～３月）  

４月 ●進級式●入園式●親子遠足   10月 ●芋ほり会●秋の遠足  

５月 ●芋苗植え●春の遠足  11月 ●収穫感謝●お芋パーティ●ＹＭＣＡ募金   

６月 ●花の日集会●プール開き●保育参観  12月 ●クリスマス礼拝●発表会  

７月 ●七夕の集い●サバイバルスイミング  １月 ●観劇会 

８月 ●蛇石神社大祭和太鼓演奏●お泊り保育  ２月 ●豆まき会●サッカー大会●卒園旅行●餅つき会  

９月 ●運動会  ３月 ●お別れ遠足●卒園式  

●キリスト教の教えに基づき、神と人に愛されていることを知り、人を愛し共に生きる優しい心を持った子どもに   
育てます。 

●明るく元気な心身ともに健康な子どもに育てます。 

●感動する心と自ら考え想像する力を持ち、何事にも積極的・創造的に取り組むことができる子どもに育てます。  

●自然や世界の事柄に関心を持つ子どもに育てます。 

和太鼓演奏（運動会）  保育参観・給食試食会 お泊り保育キャンプファイヤー  
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社会福祉法人 熊本ＹＭＣＡ福祉会 

熊本YMCA尾ヶ石保育園 
●所在地 〒869-2235 阿蘇市狩尾1798 

     TEL:0967-32-0213 FAX:0967-32-0293     

●ウェブサイト http://www.kumamoto-ymca.or.jp/hoikuen/3198.html 

●開所時間 【平日・土】午前７時～午後６時 

      【延長保育】午後６時～午後７時（平日のみ） 

●一時預り あり 

●定  員 ４０名 

0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 

4 5 10 7 7 7 

主な取り組み 

保 育 方 針 

年間行事予定 

QRコード 

7.保育園 

（その他）各種検診、交通安全指導・避難訓練・消防訓練・こどもえいご教室・体操教室（４月～９月）サッカー教室（１０月～３月）  

４月 ●進級式●入園式●親子遠足   10月 ●芋ほり会●秋の遠足●自由保育参観   

５月 ●芋苗植え●春の遠足●幼年消防大会  11月 ●収穫感謝●こども祝福式●街頭募金   

６月 ●花の日集会●保育参観●講演会  12月 ●クリスマス礼拝●発表会●餅つき大会  

７月 ●プール開き●七夕の集い●お泊り保育（年長児）    

●サバイバルスイミング（着衣永）●なつまつり  １月 
●読書会●グラウンドゴルフ交流会●観劇会     

●親子クッキング  

８月 ●読書会●森林整備事業●美化作業  ２月 ●豆まき会●サッカー大会●体験入園  

９月 ●運動会  ３月 ●ひな祭り会●お別れ遠足●卒園式  

●キリスト教の教えに基づき、神と人に愛されていることを知り、人を愛し共に生きる優しい心を持った子どもに   
育てます。 

●明るく元気な心身ともに健康な子どもに育てます。 

●感動する心と自ら考え想像する力を持ち、何事にも積極的・創造的に取り組むことができる子どもに育てます。  

●自然や世界の事柄に関心を持つ子どもに育てます。 

サバイバル
スイミング 

こども  
英語教室 地域伝承「虎舞」を運動会で披露 
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社会福祉法人 熊本ＹＭＣＡ福祉会 

熊本YMCA永草保育園 
●所在地 〒869-2231 阿蘇市永草2905 

     TEL:0967-32-0810 FAX:0967-32-5810     

●ウェブサイト http://www.kumamoto-ymca.or.jp/hoikuen/3202.html 

●開所時間 【平日・土】午前７時～午後６時 

      【延長保育】午後６時～午後７時（平日のみ） 

●一時預り あり 

●定  員 ３０名 

0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 

3 4 4 8 4 7 

主な取り組み 

保 育 方 針 

●キリスト教の教えに基づき、神と人に愛されていることを知り、人を愛し共に生きる優しい心を持った子どもに   
育てます。 

●明るく元気な心身ともに健康な子どもに育てます。 

●感動する心と自ら考え想像する力を持ち、何事にも積極的・創造的に取り組むことができる子どもに育てます。  

●自然や世界の事柄に関心を持つ子どもに育てます。 

年間行事予定 

４月 ●進級式●入園式●親子遠足   10月 ●芋ほり会●長寿会交流会●秋の遠足  

５月 ●芋苗植え●春の遠足  11月 ●収穫感謝祭●こども祝福式●お芋パーティ  

６月 ●花の日集会●プール開き●保育参観  12月 ●クリスマス礼拝●発表会  

７月 ●七夕の集い●お泊り保育●サバイバルスイミング    

●なつまつり  １月 ●観劇会 

８月 ●たてわり保育  ２月 ●豆まき会●サッカー大会  

９月 ●運動会  ３月 ●お別れ遠足●卒園式  

QRコード 

8.保育園 

（その他）各種検診、交通安全指導・避難訓練・こどもえいご教室・体操教室（４月～９月）サッカー教室（１０月～３月）  

クリスマス礼拝ページェント サバイバルスイミング（着衣泳） こどもえいご教室  
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阿蘇市立 

山田保育園 
●所在地 〒869-2314 阿蘇市小野田1418 

     TEL:0967-32-0794 FAX:0967-32-0794     

●開所時間 【平日・土】午前７時～午後６時 

      【延長保育】午後６時～午後７時（平日のみ） 

●一時預り なし 

●定  員 ４５名 

0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 

6 9 8 7 7 8 

主な取り組み 

保 育 方 針 

年間行事予定 

9.保育園 

（その他）各種検診、避難訓練、交通安全訓練、誕生会  

４月 ●入園進級式●親子遠足    10月 ●秋の遠足●芋ほり●幼年消防大会   

５月 ●さつま芋苗植え●春の遠足  11月 ●年長児親子クッキング●焼き芋大会   

６月 ●保育参観●子育て講演会●小学生と芋堀り交流  12月 ●発表会●餅つき●クリスマス会  

７月 ●プール開き●夏祭り●七夕地域交流  １月 ●どんどや●年長児おやつｸｯｷﾝｸﾞ●ごっこ遊び  

８月 ●プール遊び  ２月 ●節分●保育参観●公民館事業人形劇観覧  

９月 ●運動会●地域の施設訪問   ３月 ●ひな祭り●一日体験入園●卒園式  

緑あふれる山田地区で、子どもたちが心豊かに育つ保育環境作りに努めています。  

●子どもが自分で考え行動することを見守り、主体的にものごとにかかわる力や協調性を育みます。 

●動植物や土に触れ、自然とかかわる中で、感動する心や命あるものに共感する心を育てます。 

●地域の方との交流をとおして、伝統文化に興味を持ち、地元民話からなる「仁惣太鼓」に取り組み心豊かな子ど
もに育てます。  

近隣農家に招待されて、 

いちご狩りや 

ブルーベリー狩り 

地域の伝承文化に触れ 

いつの日か 

虎舞の担い手に☆ 

た
わ
わ
に
実
る 

裏
の
柿
の
実 

山田の虎舞 
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阿蘇市立 

波野保育園 
●所在地 〒869-2803 阿蘇市波野大字赤仁田296-2 

     TEL:0967-24-2800 FAX:0967-24-2800     

●開所時間 【平日・土】午前７時～午後６時 

      【延長保育】午後６時～午後７時（平日のみ） 

●一時預り なし 

●定  員 ４５名 

0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 

3 8 8 8 9 9 

主な取り組み 

保 育 方 針 

●家庭での過ごし方を含めた２４時間を視野に入れ、保健的な環境の中で快適に生活できるようにします。 

●子どもが自分で考え行動することを見守り、主体的にものごとにかかわる力や協調性を育みます。 

●動植物や土に触れ、自然とかかわる中で、感動する心や命あるものに共感する心を育てます。 

●地域の方との交流をとおして、伝統文化に興味を持ち、体験から心豊かな子どもに育てます。 

年間行事予定 

波野保育園は、自然豊かで四季折々にいろい

ろな風景を楽しめます。春から夏にかけての

芽吹きからの新緑、秋の紅葉と虫の声、そし

て、冬の雪景色。この中で過ごすどもたち

は、感性豊かで素直な子どもたちです。行事

にも楽しく取り組み、お友だちとの絆を深め

ています。  

10.保育園 

（その他）各種検診、身体測定・避難訓練・交通指導・誕生会、美化作業 

発 表 会 

夏まつり 

運 動 会 保 育 参 観 

お見知り遠足 お泊り保育 

４月 ●入園、進級式●お見知り遠足  10月 ●バス旅行●芋掘り  

５月 ●芋苗植え●お泊り保育 11月 ●親子クッキング（年長児）  

６月 ●保育参観●家庭訪問  12月 ●発表会●人形劇観覧●クリスマス会  

７月 ●夏まつり●プール開き  １月 ●年長児小学校訪問●お店屋さんごっこ  

８月 ●プール納め  ２月 ●豆まき●体験入園  

９月 ●運動会●やすらぎ荘訪問（４、５歳児）  ３月 ●ひなまつり●お別れ会●卒園式●新年度面接  
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学校法人 法輪学園 

認定こども園 あそひかり幼稚園 
●所在地 〒869-2613 阿蘇市一の宮町中通302-5 

     TEL:0967-22-0089 FAX:0967-22-0089     

●ウェブサイト http://www.hikariyouchien.jp/ 

●開所時間 【平日・土】午前７時～午後６時 

      【延長保育】午後６時～午後７時（平日のみ） 

●一時預り あり 

●定  員 ５５名 

3歳 4歳 5歳 保
育 

0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 教
育 10 10 7 3 6 6 5 5 3 

主な取り組み 

保 育 方 針 

年間行事予定 

QRコード 

11.認定こども園 

（その他）お誕生会、避難訓練、英語（幼稚部）、お話しボランティア  

４月 ●入園式●歓迎遠足    10月 ●見学遠足 ●お店屋さんごっこ   

５月 ●健康診断●芋苗植え  11月 ●芋ほり   

６月 ●親子ふれあい●幼年消防結成式  12月 ●もちつき●生活発表会  

７月 ●七夕まつり●プール開き  １月  

８月 ●夏まつり  ２月 ●豆まき  

９月 ●運動会  ３月 ●ひなまつり●お別れ会●卒園式  

子どもを真ん中に教育に必要な環境を与え、一人ひとりを大切にし、その子がその子らしく 

のびのびと明るく心身ともに発達することを援助します。 

幼年消防結成式 プール 芋苗植え 
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社会福祉法人 まどか会 

古城保育園 
●所在地 〒869-2601 阿蘇市一の宮町手野1030 

     TEL:0967-22-0380 FAX:0967-22-0405     

●ウェブサイト http://www.aso-madoka.jp/kojo/  

●開所時間 【平日・土】午前７時～午後６時 

      【延長保育】午後６時～午後７時（平日のみ） 

●一時預り あり 

●定  員 ５５名 

3歳 4歳 5歳 保
育 

0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 教
育 1 2 2 5 9 10 8 9 9 

主な取り組み 

保 育 方 針 

年間行事予定 

QRコード 

12.認定こども園 

（その他）お箏の稽古（毎週水曜）、誕生会（各月） 

４月 ●入園式●お見知り遠足    10月 ●乗馬体験（年長児）●親子遠足  

５月 ●花まつり●芋の苗植え  11月 ●りんごがり 

６月 ●アゼリアプール●内科検診●歯科検診  12月 ●もちつき●保護者研修会  

７月 ●お泊り保育（年長児）   １月 ●報恩講 

８月 ●保育祭  ２月 ●おゆうぎ会  

９月 ●運動会  ３月 ●お別れ遠足（年長児）●卒園式 

●健康、安全など生活に必要な基本的な習慣や態度を養い、心と体身の健康の基礎を培います。 

●自然の大きさ、美しさ、不思議さに直接触れる体験をとおして、豊かな感情、好奇心、思考力の基礎を培います。 

●経験したことや考えたことを自分なりの言葉で表現し、相手の話す言葉を聞こうとする意欲や態度を育て、言葉に関する感覚
や表現する力の基礎を養います。 

●食育をとおして、生命や自然の大切さ農業に触れ、食の基礎が培われることを踏まえ、子どもが食の大切さに気付き、食生活
の形成を大切にします。 

●人と共感し合うことをとおして、自分から関わろうとする意欲を育て、畏敬の念、生命を大切にする気持ち、人権への関心、
感覚を養います。 

おもやい運動会！子ども

たちがつながり合い、カ

ラーカードや組体操、跳

び箱に挑戦します。 

野外活動をたくさん取り入れ、自

然の中で体験し、触れて感じて… 
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学校法人 大阿蘇学園 

●所在地 〒869-2225 阿蘇市黒川758 

     TEL:0967-32-3643 FAX:0967-32-3556     

●ウェブサイト http://asochuo.jp/recruit.html 

●開所時間 【平日・土】午前７時～午後６時 

      【延長保育】午後６時～午後７時（平日のみ） 

●一時預り あり 

●定  員 １３０名 

3歳 4歳 5歳 保
育 

0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 教
育 20 20 20 6 12 22 10 10 10 

主な取り組み 

教 育 方 針 

年間行事予定 

QRコード 

13.認定こども園 

（その他）検診、誕生会、避難訓練  

４月 ●始業式●入園式●親子遠足 10月 ●体力測定●遠足●保育参観  

５月 ●園内消防大会●歯科検診  11月 ●消防パレード●芋ほり●もちつき 

６月 ●保育参観●交通安全教室  12月 ●発表会●クリスマス会●終業式  

７月 ●終業式●お泊り保育  １月 ●交通防犯教室●人形劇鑑賞  

８月 ●こどもまつり●始業式   ２月 ●豆まき●縄跳び大会●マラソン大会 

９月 ●運動会 ３月 ●お別れ遠足●卒園式●修了式  

認定こども園 阿蘇中央幼稚園 

●個々の幼児の姿を正しく見つめ一人一人を大事にし、その可能性を伸ばします。 

●創造性豊かな、年齢にふさわしい教育をします。 ●音楽教育を通じて、情緒豊かな人間性を養います。 

●体育遊びに力を入れ、強い体とたくましい心を養います。 

●家庭、地域との密接な連携により、望ましい幼児像への到達を図ります。 

●養護と教育が一体となり、健全・安全な日々を過ごし、その後の幼稚園教育につなげます。 

こんな子どもに！ 

1.元気で明るくたくましい子ども 

2.友だちと仲良く遊び決まりを守る子ども 

3.心のやさしい思いやりのある子ども 

4.よく見、よく聞き、よく話し、考える子ども 
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社会福祉法人 熊本ＹＭＣＡ福祉会 

熊本YMCA黒川保育園 
●所在地 〒869-2225 阿蘇市黒川1708-1 

     TEL:0967-34-0402 FAX:0967-34-0403     

●ウェブサイト http://www.kumamoto-ymca.or.jp/hoikuen/3204.html 

●開所時間 【平日・土】午前７時～午後６時 

      【延長保育】午後６時～午後７時（平日のみ） 

●一時預り あり 

●定  員 １２０名 

3歳 4歳 5歳 保
育 

0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 教
育 1 2 2 12 18 20 20 22 23 

主な取り組み 

保 育 方 針 

年間行事予定 

QRコード 

14.認定こども園 

（その他）各種検診、交通安全指導・避難訓練・こどもえいご教室・体操教室（４月～９月）サッカー教室（１０月～３月）  

４月 ●進級式●入園式●親子遠足 10月 ●芋ほり●秋の遠足●ハロウィン   

５月 ●芋苗植え●春の遠足  11月 ●ボランティア活動●焼き芋会   

６月 ●花の日集会●プール開き●保育参観  12月 ●もちつき●クリスマス発表会   

７月 ●サバイバルスイミング（着衣永）●なつまつり  １月 ●観劇会 

８月 ●水泳講習   ２月 ●豆まき会●サッカー大会  

９月 ●運動会  ３月 ●お別れ遠足●卒園式  

クリスマス発表会 サバイバルスイミング 

運動会 こどもえいご教室 

体操教室 

サッカー教室 

●キリスト教の教えに基づき、神と人に愛されていることを知り、人を愛し共に生きる優しい心を持った子どもに   
育てます。 

●明るく元気な心身ともに健康な子どもに育てます。 

●感動する心と自ら考え想像する力を持ち、何事にも積極的・創造的に取り組むことができる子どもに育てます。  

●自然や世界の事柄に関心を持つ子どもに育てます。 
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阿蘇市子育てマップ  
（平成29年11月1日時点） 

＝認可外保育施設 ＝子育て支援センター ほか子育てサービス ＝認定こども園 ＝保育園 
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