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認証保育園
家庭福祉員

2017 年 1 月１日発行

柳沢芳子（やなぎさわ保育室）☎3489-6168
東和泉1-26-19

❶柳沢芳子❷平成13年❸3歳未満❹3
人❺2人❻木造3階建て1階部分❼約30
㎡❽7:30~18:00❾季節の果物・野菜の
手作りおやつ。
希望者に給食。
公共施設
の幼児向け行事に参加❿私立幼稚園に
約20年勤務。
親しみ深く、
愛情で保育に
努め、
心身とも健やかに育つよう身近な
体験を尊重⓫電話予約で随時

亀山陽子（かめ保育室）

市内にある認証保育園5園と家庭福祉員（保育ママ）を紹

介する。

認証保育園は、認可保育園と認可外保育施設との「二重

保育」の解消に加えて、従来の認可保育園では対応できな

かったニーズにこたえるのを目的に設置されており、保育時

【保育園ガイドの見方】
名称
（緑のタイトルは家庭福
祉員）
、
住所、
電話番号❶設置者❷事業開始❸保育
対象年齢❹定員
（合計）
❺職員数
（非常勤含む）
❻施
設❼のべ床面積❽基本保育時間❾特徴❿保育方針
など⓫見学

間が13時間以上と長いのが特徴で、一時保育も行っている
園もある。保育スペースや人員配置などで東京都独自の基
準を設けている。

入園申し込みは各園で随時受け付けている。

家庭福祉員は現在4人おり、保育士や幼稚園教諭の資格

があったり、保育の経験のある人が自宅などで少人数の子ど

もを預かるのが特徴。合同で芋掘りを実施するほか情報共有

のための連絡会もある。預かるのは月曜から金曜で、保育
時間は8時間以内。

申し込みは直接連絡を行い、親子で面接して決まる。

小田急ムックひまわり園

岩戸北2-20-10
☎5438-2666

❶㈱木下の保育❷平成12年❸
0歳〜2歳❹30人❺19人❻鉄筋
コンクリート造り・小田急線高架
下❼186㎡❽7:00~20:00❾年
齢別保育。季節の行事実施。毎
日、
近隣の公園などに散歩❿家
庭的で温かい保育、
手作り給食、
持ち物が少ないので登園が身軽。
たんぽぽ園、
和泉多摩川
園の姉妹園⓫電話予約で随時

小田急ムック和泉多摩川園

狛江市発行

東和泉4-2-3小田急マルシェ和泉多摩川1
☎5438-3581

❶㈱木下の保育❷平成15年❸0
歳〜2歳❹30人❺24人❻鉄筋・
鉄骨コンクリート造り・小田急線
高架下❼254㎡❽7:00~20:00
❾年齢別保育。季節の行事実
施。
床暖房。
毎日、
多摩川や近隣
の公園などに散歩。❿家庭的で
温かい保育、
手作り給食、
持ち物が少ないので登園が身軽。
たんぽぽ園、
ひまわり園の姉妹園⓫電話予約で随時

小田急ムックたんぽぽ園

岩戸北2-20-10
☎5497-2086

❶㈱木下の保育❷平成18年❸0
歳〜2歳❹40人❺25人❻鉄筋・
鉄骨コンクリート造り・小田急線
高架下❼245㎡❽7:00~20:00
❾0〜2歳は年齢別保育。
季節の
行事実施。
毎日、
近隣の公園など
に散歩。
床暖房❿家庭的で温か
い保育、
手作り給食、
持ち物が少ないので登園が身軽。
ひま
わり園、
和泉多摩川園の姉妹園⓫電話予約で随時

一の橋こどもの家

岩戸南1-3-12ミラドール一の橋1階
☎3430-7019

❶一般社団法人やよい会❷平
成21年❸0歳〜5歳❹35人❺
12人❻鉄筋コンクリート造り５
階建ての1階部分❼130㎡❽
7:00~20:00
（延長保育あり）
❾
0〜2歳は年齢別、
3歳以上は異
年齢保育。季節の行事、
系列保
育施設との合同運動会❿モンテッソーリ教育を中心に指先
機能を発達させるトレーニング実施⓫電話予約で随時

トイボックス狛江園

元和泉1-1-2エコルマ2 1階E
☎3430-0422

❶㈱木下の保育❷平成21年❸
0歳〜3歳❹38人❺15人❻鉄筋
コンクリート造り14階建ての1階
❼150㎡❽7:30~20:30❾季節
の行事、
誕生会。床暖房。毎日、
近隣の公園などに散歩❿歩行
が安定すれば異年齢で一緒に遊
ぶ。
自転車置き場あり⓫電話予約で随時

話予約で随時

東和泉3-3-12
☎3489-9837

❶亀山陽子❷平成24年❸3歳未満❹3
人❺3人❻木造2階建て1階部分❼80㎡
❽8:30~17:30❾多摩川などの散歩の
ほか、
電車やバスで遠出も。
週1回給食❿
公・私立幼稚園、
公民館保育者などで約
30年勤務。
家庭的な雰囲気で人間関係
を大切に個性を伸ばす保育を実施⓫電

中村みつ江（ひよこ保育室）

❶中村みつ江❷平成24年❸3歳未満❹
5人❺5人❻木造2階建て1階部分❼45
㎡❽8:30~17:30❾週2回給食、
手作り
おやつ。
季節の行事、
周辺の公園で毎日
遊び、
薄着で生活する❿保育園で４年働
いた後、
保育室に10年勤め、
閉室に伴い
同所で家庭福祉員を開始。
お母さんと過
ごすような安心感のある保育をめざす⓫電話予約で随時

白川佳子（すみれ保育室）

駒井町3-32-17
☎3488-9323

❶白川佳子❷平成26年❸3歳未満❹3
人❺2人❻木造2階建ての中2階と1階
❼約35㎡❽8:00~17:30❾多摩川、
近
隣公園などの散歩、
公共施設で同年代の
子と交流。
おやつは手作りやせんべい、
パ
ン、
果物など❿公立保育園で19年勤務。
少人数でゆったりと子どもと関わり、
個性
を大切にする⓫電話予約で随時

狛江消防少年団

店先のレトロな

ゲーム機が目を引

（三宅豊団長)は、

ランド宝島」
。かつ

手の育成を目的に、

将来の防災の担い

くおもちゃ店「トイ
て喜多見駅周辺に

岩戸南3-6-11
☎3430-3804

小川さん

火災予防パトロール

子どもたちに防火・

からず部品

防災の知

狛江消防少年団

ったが、現 プラモ作りの楽しさ伝える めんどうだ

る青少年

防災意識育てる活発な活動

はおもちゃ
店が数店あ

トイランド宝島

を折ったり、

識を教え

在は同店だけになった。

という子が多くなった」とい

団体で、全国に先がけ昭和

変身ベルト、プラモデルな

にプラモを作る楽しさを伝え

周年を迎えた。

ボードゲームやミニカー、

どのおもちゃが並ぶ店内は、
昭和の雰囲気が色濃く漂う。
約40年前に開店した直

後に「機動戦士ガンダム」

の放映が始まり、ガンダム

のプラモが大流行。たくさ

んの子どもでにぎわい、新
商品が出る度に店の前に行

列ができたという。店長の

小川清孝さんはコインランド

リーなどの管理も行いなが

ら、地域の子どもたちを見
守っている。

小川さんによると「最近

の子どもは、力の加減がわ

ティア

活 動も
行う。

OBのなかには東京消防

う。そのため、子どもたち

51年4月に発足、ことし40

庁の消防士になったり、狛

ようと、入り口や店内に「模

現在、小学3年生から高

おり、地域の防災リーダーと

江市消防団に入団した人も

校3年生まで64人の団員が

して活躍している人も多い。

す。君も何かを一つ選んで、

火、応急救護、避難・通報

平成23年度に内閣府特命

のメッセージを貼り、店内の

合宿で野外キャンプを体験

平成28年12月19

型を作ることによってその仕

こうした活動が認められ、

組みや原理がわかってきま

おり、狛江消防署で初期消

作ってごらん」という手書き

訓練などを行うほか、夏期

ミニテーブルでプラモを組

する。また、市の総合水防

青少年健全育成団体として

川さんが作り方を指導する

出初式などの防災行事に参

親子2代、3代にわたって

み立てられるようにし、小

訓練や総合防災訓練、消防

などしている。

加し日頃の訓練の成果を披

（shino）

☎（3480）7707 岩 戸 北
4-2-15 営業＝午前10時〜
午後7時30分（火曜の午後2
時〜５時は休み）水曜休み

露したり、火災予防運動期

担当大臣表彰を受けたほか、
には

都知事の表彰を受けた。

入団している人もおり、礼

儀正しく自立心が育つなど

間中に「火の用心」を呼び

として子どもの入団を希望

つりのパレードに参加するほ

問 い 合 わ せ ☎3480-

かけるパトロールや市民ま
か、一斉清掃などのボラン

する親も多い。

0119狛江消防署警防課。

