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angel�room（ロザリオ幼よう稚ち 園えん）
設置者：学校法人　ロザリオ幼稚園　　施設長：大山雪子
〒８４０−０２０２　佐賀市大和町大字久池井１５２０番地２
ＴＥＬ ０９５２-６２-１２９６ 定員 ３０名
受入月齢 １歳半～２歳・満３歳

開所時間
平　日 ７：３０～１８：３０
土　曜 第１・３土曜　問い合わせ・予約制
休園日 第２・４・５土曜、日曜・祝日

○園目標・保育方針
　 一人ひとりとゆっくり丁寧に関わり、可能性を引き出す保育の実

践。保護者の思いに寄り添い、子育て支援に貢献する。
○給食の実施
　 外部搬入給食、週１回家庭の愛情弁当
○独自のサービス
　 専門講師によるリトミック保育
○保育料等
　 保育料２４,０００円／月
○開設年月　 平成２４年１０月
○敷地面積　３，２１１㎡の一部
○建物構造　鉄筋コンクリート造
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設置者：医療法人　山桃会　矢山クリニック　　施設長：矢山ゆう子
〒８４０−０２０１　佐賀市大和町大字尼寺二本杉３０５３番地６２
ＴＥＬ ０９５２-９７-８８３９ 定員 １２名
受入月齢 生後６ヶ月～小学校就学前

開所時間
平　日 ７：３０～１８：３０
土　曜 ７：３０～１８：３０
休園日 日・祝祭日

○保育方針
　「自己肯定感に溢れ、生きる力の強い子ども」を育てる。
○給食の実施
　 無農薬・無肥料の安心・安全な野菜を取り寄せています。さらに

化学調味料を一切使わない、体に良い素材の味が生きた給食を
作っています。
○独自のサービス
　 手ぶら登園（洗濯サービス）
○保育料等
　 ０歳児　２９,３００円／月　１・２歳児　２９,２００円／月
　３歳児　２４,５００円／月　４～６歳児　２１,６００円／月
○開設年月　 平成３０年４月
○敷地面積　１２７㎡
○建物構造　木造
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設置者：有限会社　フレンドリー　　施設長：中島啓子
〒８４９−０９０１　佐賀市久保泉町大字川久保２２２５番地１
ＴＥＬ ０９５２-３７-０６８８ 定員 １２名
受入月齢 ３ヶ月～就学前

開所時間
平　日 ８：１５～１９：１５（延長は応相談）
土　曜 ８：１５～１９：１５（延長は応相談）
休園日 問い合わせ・予約制

○園目標・保育方針
　 ・多様なニーズに応え、安心安全に預けられる保育
　・子どもたち、一人ひとりの個性を尊重し、長所を伸ばす保育
　・常に家庭的環境を意識し、人間形成の基礎を養う保育
○給食の実施
　 連携施設からの搬入給食（完全給食）
○独自のサービス
　・隣接した介護施設の高齢者と子どもの交流　・一時お預かり
○保育料等
　 ０～２歳児　３０,０００円／月　３歳児　２７,９００円／月
　４～５歳児　２３,１２０円／月
○開設年月　 平成２９年３月
○敷地面積　５９６.８７㎡
○建物構造　鉄筋コンクリート造
※随時入園を受け付けています。お問い合わせください。

ニチイキッズ佐
さ

賀
が

医
い

大
だい

通
どお

り保
ほ

育
いく

園
えん

�企
設置者：株式会社　ニチイ学館　　施設長：青木光枝
〒８４９−０９３７　佐賀市鍋島三丁目５番１５号　コスモ壱番館１F
ＴＥＬ ０９５２-３４-５９７５ 定員 １８名
受入月齢 ０歳（２ヶ月）～２歳

開所時間
平　日 ７：３０～１８：３０
土　曜 ７：３０～１８：３０
休園日 日・祝日、年末年始（１２月２９日～１月３日）

○園目標・保育方針
　 保育理念　『おもいっきり遊ぶ　おもいっきり学ぶ』
　保育目標　『すくすく育つ、わくわく遊ぶ、いきいき過ごす』
　 健康で、元気で、好奇心旺盛な子どもたちの成長をサポートし、

子どもたち、保護者の方々、地域の方々みんなが笑顔になれる保
育サービスを提供します。
○給食の実施（給食費・おやつ代は保育料込み）
　 自園調理　完全給食　※アレルギー対応についてはご相談下さい。
○独自のサービス
　英語教室　※保育料に含む
○保育料等　月極
　 ０歳児　３７,１００円／月、１・２歳児　３７,０００円／月（税抜）
○開設年月　 平成２９年４月
○敷地面積　１０３.０４㎡
○建物構造　鉄筋コンクリート造地上３階建ての１階
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設置者：特定非営利活動法人　佐賀子育て応援団ココロ　　施設長：秋山典子
〒８４０−０８０６　佐賀市神園三丁目１７番５０号
ＴＥＬ ０９５２-６５-３００１ 定員 １２名
受入月齢 ０歳（３ヶ月）～１５歳

開所時間
平　日 ９：００～１８：００　１８：００～４：００
土　曜 問い合わせ・予約制
休園日 問い合わせ・予約制

○園目標・保育方針
　 「子どもの幸福」を願い一人ひとりの思いを大切にし、児童の可

能性を広げ、皆と共に元気に学び、遊び、コミュニケーション能
力を高める保育時間を大切にします。
○給食の実施　 有（昼食２５０円、夜３００円、おやつ１００円）
○独自のサービス
　・託児、学童、親子、地域交流イベント
　・親子コミュニティーカフェ事業　・シッター派遣　・給食
　・体験学習　・ボランティア活動　・送迎　・運動
　・リズム遊び　・工作
○保育料等
　 基本　３６０円／１時間　１,５００円／日　２０，０００～３５，０００円／月
　 利用会員年会費　３，０００円　送迎　３００円
○開設年月　平成２５年６月　○敷地面積　１１３㎡
○建物構造　木造建築４３㎡
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ベストフレンズ
設置者／施設長：牛島洋子
〒８４９-０９２１　佐賀市高木瀬西二丁目９番２０号
ＴＥＬ ０９５２-３１-２５１４ 定員 ３０名
受入月齢 ０歳（６ヶ月頃）～就学前

開所時間
平　日 ８：００～１８：００
土　曜 ９：００～１７：００
休園日 日曜・祝日、年末年始、臨時休園日

○園目標・保育方針
　 保育士と子どもたちと愛情に結ばれた信頼関係を基にした保育。

季節ごとの科学あそびと親孝行教育で豊かな心を育てる。
○給食の実施
　 業務委託給食（４，８００円／月）
○独自のサービス
　 ・ピアノ教室　・英語教室とリトミック　・お茶教室
　・科学あそび　・おべんきょう
○保育料等
　 ０歳児　　　３７，０００円／月　１・２歳児　３５，０００円／月
　３・４歳児　３３，０００円／月　　　５歳児　３０，０００円／月
○開設年月　平成１２年１１月
○敷地面積　１２０坪
○建物構造　木造
 ※随時入園を受け付けています。お問い合わせください。
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キッズハウスこうせい（光こう生せい幼よう稚ち 園えん）
設置者／施設長：生三俊朗
〒８４９-０９１２　佐賀市兵庫町大字瓦町３８３番地
ＴＥＬ ０９５２-２４-２０１５ 定員 ３０名
受入月齢 満３歳

開所時間

平　日 ８：３０～１４：３０（１８：００まで預かり保育）

土　曜 第１・３・５土曜　８：３０～１１：２０
（１６：００まで預かり保育）

休園日 第２・４土曜、日曜・祝日
（当園カレンダーによる）

○園目標・保育方針
　 浄土真宗の教義に基づく仏教的情操教育の中で、豊かな人間形成の芽生え

を育て、心身知能の調和的発達を図り、一人ひとりの幼児が幸せな生活の
できる礎を築きます。
○給食の実施　月・水・金（給食弁当）　　火・木（パンと牛乳）
　　　　　　　毎月２回　手作り弁当持参日
○独自のサービス
　 子ども達に最高の教育環境としてヨコミネ方式を軸にした『光生メソッド』

を実践しています。毎日少しずつ続けることで子ども達の集中力を高めま
す。

　 ・スクールバス送迎あり　・行事：遠足、運動会、保育発表会など
○保育料等　３６，０００円／月（給食費含む）　　　　　
○開設年月　平成２４年９月　○敷地面積　７３㎡　○建物構造　鉄骨造
※入園申込は随時しております。
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設置者／施設長：山中志津子
〒８４０-０８０４　佐賀市神野東三丁目８番２８号
ＴＥＬ ０９５２-３１-００１５ 定員 ２５名
受入月齢 ０歳（２ヶ月）～就学前

開所時間
平　日 ８：００～１８：００
土　曜 ９：００～１７：００
休園日 日曜・祝日、盆休、正月休

○園目標・保育方針
　みんな仲良し、みんな元気！
　保育の中では楽しく出来る単元を！
　生活の中では思いやりの心を！
○給食の実施
　月～金：業務委託　土：弁当持参
○独自のサービス
　・一時預かり　・フッ素洗口　・スイミング（３・４・５歳児）
○保育料等
　０～２歳児　３７，０００円／月　３歳児以上　３６，０００円／月
　※土曜日は別料金になります　※給食代は保育料に含まれます
○開設年月　平成４年３月
○敷地面積　１４０㎡
○建物構造　木造
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設置者：一般社団法人　市民生活パートナーズ　　施設長：竹下義洋
〒８４０-０８４２　佐賀市多布施四丁目１０番４５号
ＴＥＬ ０９５２-６５-３８８４ 定員 ３０名
受入月齢 ０歳（３ヶ月）～就学前まで

開所時間
平　日 ７：００～２２：００（２２時以降は要相談）
土日祝 ７：００～２２：００（２２時以降は要相談）
休園日 なし（原則、３６５日開所）

○園目標・保育方針
　 充実した施設・スタッフによる「安心保育」と多様な就業形態に

対応した「柔軟な保育サービス」により、育児と仕事の両立をご
支援します。
○給食の実施
　自園調理・完全給食　※アレルギー対応可。
○独自のサービス
　・病後児保育　・体調不良児保育　・夜間早朝保育（登録制）
　・一時預かり　・英会話　・リズムダンス
　・体操教室実施中（本園の保育プログラムとして無料実施）
○保育料
　所得水準に応じ認可保育園の７０％～９０％程度
○開設年月　平成３０年４月
○敷地面積　３４９㎡
○建物構造　木造２階建て
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設置者：特定非営利活動法人　佐賀子育て応援団ココロ　　施設長：秋山広子
〒８４０-０８０６　佐賀市神園三丁目１７番４６号
ＴＥＬ ０９５２-６５-３００１ 定員 ４４名
受入月齢 ０歳（３ヶ月）～６歳

開所時間
平　日 ９：００～２２：００（時間外も対応可能）
土　曜 問い合わせ・予約制
休園日 問い合わせ・予約制

○園目標・保育方針
　当園は、企業主導型保育施設として働く親・子どもたちにとって
安心でぬくもりのある就労環境つくりを目指しています。「心こそ
大切！」の理念を掲げながら、一人一人の個性を認め健やかに成長
するための良質かつ適切な保育サービスを提供致します。
○給食の実施
　事前予約で給食が可能です。給食２００円　おやつ５０円
○独自のサービス
　 ・定期保育お預かり　・一時お預かり　　・学童さん　・自園給食
　・地域・親子イベントの開催　・コミュニティーサロンの運営
○保育料等
　保育料一時：３６０円から　　定期：２７,６００円～３７,０００円
○開設年月　Ｈ２９年４月
○敷地面積　７６１㎡　　　　　
○建物構造　木造平屋
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設置者：特定非営利活動法人　陽だまり　　施設長：寶泉玲子
〒８４０-０８０１　佐賀市駅前中央二丁目５番１０号
ＴＥＬ ０９５２-３０-６１２４ 定員 １５名
受入月齢 ０歳（６ヶ月）～就学前

開所時間
平　日 ８：００～１９：００
土　曜 問い合わせ・予約制
休園日 日曜・祝日、お盆、年末年始

○園目標・保育方針
　 たくさん遊び　たくさん笑い　たくさん食べる
　 強い心と優しい気持ち
　 生きる力を育てよう
○給食の実施
　 業務委託給食
○独自のサービス
　 ・障がい児保育　・３歳児以上児スイミング有り（希望者のみ）
　 行事：いちご狩り、芋ほり、運動会、生活発表会
○保育料等
　 ０歳児　４１,５００円／月　１・２歳児　３９，５００円／月
　 ３歳児　３１，５００円／月　４・５歳児　２８，０００円／月
○開設年月　平成２３年８月
○敷地面積　３８．８８㎡　○建物構造　鉄筋コンクリート造り
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設置者：株式会社ビジョン　　施設長：梅崎真由美
〒８４０-００４７　佐賀市与賀町３番地１４
ＴＥＬ ０９５２-４１-４０６１ 定員 １９名
受入月齢 ０歳（３ヶ月）～未就学児

開所時間
平　日 ７：３０～２０：３０
土　曜 ７：３０～２０：３０
休園日 なし

○園目標・保育方針
　 ・心身ともに、「豊かな人間性」の基礎を培います。
　・ 一人ひとりの子どもの個性を大切に、気持ちを温かく受容し、養護と教

育が一体となった保育士の最善の援助により、心身の調和を保障します。
○独自のサービス
　 ・手ぶら登園（お布団保育園負担、おむつ保育園処理等）
　・リトミック教室、幼児英会話教室、体操教室
　・保育園手作りアルバム作成　・一時お預かり保育　・自園調理
○保育料等
　 【月極】０歳～２歳　３７,０００円　３歳～未就学児　２７,６００円
　【一時保育】平日　３００円／１時間　　２,０００円／１日
　　　　　　土日祝　４００円／１時間　　３,０００円／１日
　【その他】カラー帽子　１,０００円　　自由画帳　３８０円　等
○開設年月　２０１９年４月１０日　○敷地面積　２８８.４５㎡（園庭有り）
○建物構造　鉄骨鉄筋コンクリート造
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設置者：医療法人　朝霧会　　施設長：江越一枝
〒８４０-００１７　佐賀市新郷本町２３番２１号　新郷ビレッジ内
ＴＥＬ ０９５２-３７-１５２１ 定員 １９名
受入月齢 ０歳（生後５７日）～就学前

開所時間
平　日 ７：３０～１８：３０
土　曜 ７：３０～１８：３０
休園日 日・祝日、年末年始

○園目標・保育方針
　 当園の新郷ビレッジ内には、高齢者施設等を併設しています。「幼

老複合施設」として「地域貢献」の一環を担い、「安心・安全・快適」
を提供できる保育園づくりを目指しています。

　※ 当園は医療法人朝霧会が設置し、ニチイ学館が運営する企業主
導型保育園です。

○給食の実施
　自園調理　完全給食　※アレルギー対応についてはご相談下さい。
○独自のサービス
　・英語プログラム
○保育料等（税抜・給食代込）
　０歳児　１８,０００円　１・２歳児　９,０００円　３歳児　３０,６００円
　４・５歳児　２７,１００円　※別途、３歳児以上は主食代５００円／月
○開設年月　平成３０年３月　○敷地面積　１９４.３７㎡
○建物構造　木造２階建ての２階
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�企
設置者：社会福祉法人　平成会　　施設長：山口彩美
〒８４９-０２０２　佐賀市久保田町大字久富３４５９番地２
ＴＥＬ ０９５２-６８-２２１４ 定員 １６名
受入月齢 ０歳（３ヶ月）～就学前

開所時間
平　日 ７：３０～１８：３０
土　曜 ７：３０～１８：３０
休園日 日曜・祝日、年末年始（１２／３０～１／３）

○園目標・保育方針
　 『お子様を通じて社会貢献する』という理念のもと、お子様には

安全な環境の中で発達の保障（身体的発達・精神的発達）が得ら
れるサービスを提供します。ご両親には、「仕事」と「育児」の
両立を支援します。
○給食の実施　 併設している「かもめ」からの温かい食事の提供
○独自のサービス
　・個々の発達に応じ保育カリキュラムに沿った保育
　・年間行事（未定）…隣接の南鷗荘での交流会
○保育料等
　 月極め：０歳児　３４,３００円／月　１・２歳児　３４,２００円／月
　　　　　３歳児　２９,５００円／月　４・５歳児　２６,６００円／月
　一時保育：３,０００円／日　延長保育：１８：３０～１９：３０　一律　１５０円
○開設年月　平成２９年４月１日　○敷地面積　１階４５５.３８㎡の一部
○建物構造　鉄骨造陸屋根３階建て
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設置者：佐賀市　　施設長：大木かず子
〒８４０-０２０３　佐賀市大和町大字梅野２２３１番地２
ＴＥＬ ０９５２-６３-０３４４ 定員 ３０名
受入月齢 １歳児～就学前

開所時間
平　日 ７：３０～１７：００（延長１７：００～１８：３０）
土　曜 ８：３０～１７：００
休園日 日・祝日、年末年始（１２月２９日～１月３日）

○保育方針　
　【館目標】 思いやりの心を育て、元気で自ら考えようとする姿を

目指しています。
○給食の実施　 業務委託　火・土：家庭より弁当持参
○独自のサービス
　・お茶教室（表千家）　・体育教室　・英語教室
　・老人大学校や地域との交流イベント
○保育料等
　 佐賀市保育幼稚園課（０９５２－４０－７２９０）にお問い合わせ下さい。
※保育料のほかに給食費等もかかります。
○開設年月　昭和４１年５月　○敷地面積　２,５６６.７２㎡
○延床面積　４０５.６６㎡　○保育室　１２６.３５㎡
○建物構造　木造建築平屋建

プチチャイルド（東ひがし与よ 賀か 幼よう稚ち 園えん／保ほ育いく園えん）
設置者／施設長：吉次法子
〒８４０-２２２３　佐賀市東与賀町大字飯盛５０３番地６
ＴＥＬ ０９５２-４５-８６６６ 定員 １０名
受入月齢 ０歳（首がすわってから）～２歳

開所時間
平　日 ７：３０～１８：００
土　曜 ７：３０～１８：００
休園日 日曜・祝日、年末年始

○保育方針
　 ３か月（首がすわってから）～２歳までの乳幼児を保護者に代わ

り保育し、人間の生活習慣や社会ルールを体得し、心身ともに健
やかに育む。
○給食の実施
　 完全自園給食
○独自のサービス
　 ・延長保育、一時保育、障害児保育あり
　※ 同敷地内に、「学校法人　東与賀幼稚園」、「社会福祉法人清路会

　東与賀保育園チャイルドハウス」があります。
○保育料等
　 園にお問い合わせください。
○開設年月　平成１７年９月
○敷地面積　９８４㎡（共有）　
○建物構造　木造

しらげっこハウス（精しらげ幼よう稚ち 園えん）
設置者／理事長：大野照雄　　施設長：山田良子
〒８４０−００４７　佐賀市与賀町６４番地
ＴＥＬ ０９５２-２３-２５４３ 定員 若干名
受入月齢 当該年度中に満３歳になる幼児

開所時間

平　日 ９：００～１４：００（時間外要相談）
土　曜 なし

休園日 土曜・日曜・祝日、春・夏・冬休みなど
（幼稚園に準ずる）

○園目標・保育方針
　 喜んで登園し、好きな遊びを楽しむ。
　　 （３歳児との混合保育）
○給食の実施
　 火曜日・木曜日希望者のみ
○独自のサービス
　・延長保育あり
○保育料等
　 入園料　３，０００円　　保育料　２３，０００円／月（満３歳の誕生月まで）
○開設年月　平成２４年４月
○敷地面積　２，０１７㎡（幼稚園と共有）
○建物構造　鉄骨平屋

おへそつながり（おへそこども園
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設置者：社会福祉法人　みずものがたり　　施設長：佐藤留美子
〒８４０-００５４　佐賀市水ケ江一丁目６番１７号
ＴＥＬ ０９５２-３７-００３３ 定員 ３３名
受入月齢 ０歳（６ヶ月）～就学前

開所時間
平　日 ７：３０～１８：３０（１９時まで延長あり）
土　曜 ７：３０～１８：３０（１９時まで延長あり）
休園日 日曜日・祝日、年末年始（１２月２９日～１月３日）

○保育方針　ALL�FOR�KIDS　～すべては子どもたちのために～
　 当園は「育てる」場所ではなく、「育つ」場所。自ら考え、自ら学び、

自ら行動する力が育ち、ひとりひとりの魅力を伸ばす場所を目指します。
○給食の実施　おへそこども園より搬入（月に１回程度お弁当の日あり）
　※アレルギーについてはご相談ください。
○独自のサービス　
　・空手道・国際理解・こども哲学などのユニークなカリキュラム。
　・自然食材をふんだんに使った和食中心の給食。
　・子どもが自由に保育を選択するゾーン保育。
　・兄弟姉妹のような関わりを大切にする異年齢保育。
○保育料等　
　０歳児　３７,１００円　１・２歳児　３７,０００円　３歳児　３１,１００円　４・５歳児　２７,６００円
　※その他保育用品・絵本代・父母会費・給食費等の負担があります。
○開設年月　平成３０年４月１日　○敷地面積　合計３１８.１８１㎡
○建物構造　鉄骨造
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