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扇田幼稚園� 幼 園のPR◎来年度から【認
定こども園】としてスター
トすべく燃えている教職員
と、動もあり静もありメリ
ハリのある、【明るく　たく
ましく　思いやりのある子
ども】達の幼稚園です。

代表者名	 園長　月居　裕二
設立年月	 昭和40年3月23日
園		児		数	 22名
職		員		数	 6名（男性：2名、女性：4名）
経営主体	 学校法人	富沢学園
所		在		地	 〒018-5701　大館市比内町扇田字白砂178-4
Ｔ		Ｅ		Ｌ	 0186-55-0082
ホームページ	 http://ougita-youtien.lolipop.jp/

幼保連携型認定こども園　向陽こども園�� 認 園のPR◎今年度からこど
も園になりました。
目指すこどもの姿を“太陽
のこども”とし、大自然に囲
まれた広い園舎で伸び伸び
遊んでいます。
子ども達も先生達も笑顔
いっぱいの園です！

代表者名	 園長　日景　陽司
設立年月	 昭和45年4月
園		児		数	 56名
職		員		数	 15名（男性：3名、女性：12名）
経営主体	 学校法人	日景学園
所		在		地	 〒017‐0012　大館市釈迦内字館68-1
Ｔ		Ｅ		Ｌ	 0186-48-2345
ホームページ	 http://kouyoukindergarten.com/

幼保連携型認定こども園�宮の杜神明こども園�� 認 園のPR◎自立できる子ど
もの育成をめざし、コミネ
式幼児教育を取り入れて、
読み・書き・計算・体操・音楽
を通して心の力・体の力・学
ぶ力を養い、精神的自立の
基礎作りを行っています。

代表者名	 園長	佐藤	文人
設立年月	 平成27年4月
園		児		数	 90名
職		員		数	 20名（男性：2名、女性：18名）
経営主体	 学校法人	瑞垣学園
所		在		地	 〒017-0867　大館市中神明町1番5号
Ｔ		Ｅ		Ｌ	 0186-42-1455
ホームページ	 只今作成中（Facebookを利用してます）

幼保連携型認定こども園�南が丘こども園�� 認 園のPR◎遊びを通し、様々
な経験をすることで、心と
体を大きく育てていきたい
という願いで日々保育を
行っています。
元気で明るく笑顔あふれる
幼保連携型認定こども園で
す。

代表者名	 園長　月居　八重子
設立年月	 昭和49年4月
園		児		数	 116名
職		員		数	 31名（男性：3名、女性：28名）
経営主体	 学校法人	月居学園
所		在		地	 〒017-0835　大館市小館花字萩野台4番地1
Ｔ		Ｅ		Ｌ	 0186-42-5448
ホームページ	 http://ww32.tiki.ne.jp/~tsuki-gakuen/

幼稚園型認定こども園�愛慈幼稚園�� 認 園のPR◎「あしたもまたく
るね！！」
かわいい3歳児が帰る時に
言ってくれる言葉。
幼稚園って楽しい♪明日ま
た来て遊びたい♪
そんな楽しさいっぱいつ
まった幼稚園！

代表者名	 園長　相澤　孝子
設立年月	 昭和30年4月
園		児		数	 113名
職		員		数	 12名（男性：3名、女性：9名）
経営主体	 学校法人	愛慈学園
所		在		地	 〒016-0806　能代市清助町2-10
Ｔ		Ｅ		Ｌ	 0185-54-4050
ホームページ	 http://www.shirakami.or.jp/~aiji/

✤ 参 加 施 設 情 報 ✤

＜アイコンの説明＞　幼�幼稚園　　保�保育園　　認�認定こども園　　施�児童福祉施設
� 【平成27年5月1日現在】



2

あいじほいくえん� � 認 園のPR◎0〜2歳児までの
認可保育所。
園舎は曲線が生かされた、
安心・安全・温もりを感じる
子どもに優しい構造。
一人一人を大切に育み、保
育士も家族のような優しさ
にあふれています。

代表者名	 園　長　相澤　治記
設立年月	 平成19年4月1日
園		児		数	 45名
職		員		数	 21名（男性：1名、女性：20名）
経営主体	 学校法人	愛慈学園
所		在		地	 〒016-0014　能代市落合字下前田186
Ｔ		Ｅ		Ｌ	 0185-52-2131
ホームページ	 http://www.shirakami.or.jp/~aiji/

幼稚園型認定こども園�さかき幼稚園� � 認 園のPR◎〜楽しさこそ活
動の原点〜子どもたちが、
繰り広げる遊びには、学び
がいっぱい。一人一人が自
己発揮し育ちあう姿を見つ
め、「子どもが主人公」の保
育を目指しています。

代表者名	 園長　武田　正廣
設立年月	 昭和44年4月
園		児		数	 151名
職		員		数	 16名（男性：3名、女性：13名）
経営主体	 学校法人	明正学園
所		在		地	 〒016-0857　能代市字田子向111
Ｔ		Ｅ		Ｌ	 0185-52-0814
ホームページ	 http://www10.plala.or.jp/y-sakaki/

さかき保育園�（認可保育所）�� � 認 園のPR◎〜触ってみたい・
やってみたい・自分で〜低
年齢児の思いが実現できる
場。豊かで安心できる環境
の下、養護と教育が一体と
なって機能する保育の展開
を目指しています。

代表者名	 園長　戸松　みき子
設立年月	 平成19年9月
園		児		数	 59名
職		員		数	 31名（男性：2名、女性：29名）
経営主体	 学校法人	明正学園
所		在		地	 〒016-0857　能代市字田子向107-3
Ｔ		Ｅ		Ｌ	 0185-52-0814
ホームページ	 http://www10.plala.or.jp/y-sakaki/

幼保連携型認定こども園�渟城幼稚園・ていじょう保育園�� � 認 園のPR◎大切なものは目
に見えません
でも　大切にしたものは　
子どもの姿に漂います
どんな時も、保育者は　温
かく子どもを受け入れるこ
とが理念です

代表者名	 園長　渟城　英夫
設立年月	 昭和10年1月10日
園		児		数	 210名
職		員		数	 59名（男性：13名、女性：46名）
経営主体	 学校法人	渟城学園
所		在		地	 〒016-0825　能代市柳町13-21
Ｔ		Ｅ		Ｌ	 0185-52-4136
ホームページ	 http://www.shirakami.or.jp/~teijo-youchien/

八竜保育園�（小規模保育所）� � 保 園のPR◎八竜保育園は、緑
溢れる子どもの森。季節の
草花や生き物に心を躍らせ
る子どもたちは、キラキラ
がいっぱい！一人一人の思
いに寄り添う温かい保育を
大切にしています。

代表者名	 施設長　見上　雅子
設立年月	 平成24年4月
園		児		数	 7名
職		員		数	 6名（男性：2名、女性：4名）
経営主体	 学校法人	明正学園
所		在		地	 〒016-0857　山本郡三種町字鵜川字内田18
Ｔ		Ｅ		Ｌ	 0185-88-8986
ホームページ	

幼保連携型認定こども園�能代カトリックこども園�� � 認 園のPR◎一人一人のもつ
個性（持ち味）を大切にし、
主体的な遊びの中で、個々
の“よさ”を伸ばしながら、
生きる力の土台をじっくり
作りあげる“心”の教育・保
育のこども園です！

代表者名	 園長　フェリックス　ロボ　
設立年月	 昭和36年
園		児		数	 34名
職		員		数	 14名（男性：3名、女性：11名）
経営主体	 学校法人	秋田カトリック学園
所		在		地	 〒016-0892　能代市景林町15-18
Ｔ		Ｅ		Ｌ	 0185-52-2756
ホームページ	 http://katorikkuyochien.web.fc2.com
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幼保連携型認定こども園�能代南幼稚園�南ベビー保育園�� 認 園のPR◎「いつでもどこで
も夢いっぱいどきどきワク
ワク楽しい1日がはじまる
よ！」を合言葉に笑顔あふ
れる幼保連携型認定こども
園能代南幼稚園�南ベビー
保育園です。

代表者名	 園長　山崎　久正
設立年月	 昭和34年11月
園		児		数	 49名
職		員		数	 15名（男性：2名、女性：13名）
経営主体	 学校法人	山崎学園
所		在		地	 〒016-0843　能代市中和二丁目1番49号
Ｔ		Ｅ		Ｌ	 0185-52-5854
ホームページ	 http://minami5854.org/

幼保連携型認定こども園�東能代幼稚園・保育園� 認 園のPR◎四季折々の変化
に富んだ広い園庭で友だち
と小さな発見を喜び合った
り、驚きあったりして、心豊
かになっていく子どもた
ち。
幼保連携型認定こども園と
してH28年4月新園舎でス
タートします。

代表者名	 理事長　武田　セツ
設立年月	 法人設立認可月日　昭和54年3月20日
園		児		数	 71名
職		員		数	 11名（男性：2名、女性：9名）
経営主体	 学校法人	明和学園
所		在		地	 〒016-0103　能代市字宮ノ前33番地
Ｔ		Ｅ		Ｌ	 0185-58-2102
ホームページ	

幼保連携型認定こども園�もりやまこども園�� 認 園のPR◎豊かな自然と創
造的な環境の中で、心身と
もに健康で元気な子どもた
ちをのびのびと育て、生き
抜く力の基礎を培うことを
理念に子どもたちを保育し
ています。

代表者名	 施設長　石井　正
設立年月	 平成27年4月1日（旧：五城目保育園昭和47年4月1日開設）
園		児		数	 210名
職		員		数	 55名（男性：9名、女性：46名）
経営主体	 社会福祉法人	キッズハウスもりやま
所		在		地	 〒018-1703　南秋田郡五城目町字羽黒前76-1
Ｔ		Ｅ		Ｌ	 018-852-3805
ホームページ	 http://www13.plala.or.jp/kidshouse/

幼稚園型認定こども園�追分幼稚園附属追分ベビー園�� 認 園のPR◎自然環境に恵ま
れた園舎、園庭は園児の活
動に適し、健康で明るい子
を育てます。また、造形活動
を保育に取り入れ感性豊か
な子どもの育成に努めてい
ます。

代表者名	 理事長　海山　静子
設立年月	 昭和31年4月1日
園		児		数	 85名
職		員		数	 21名（男性：3名、女性：18名）
経営主体	 学校法人	海山学園
所		在		地	 〒010-0101　潟上市天王字長沼5番地
Ｔ		Ｅ		Ｌ	 018-873-2611
ホームページ	 http://www.oiwake-youchien.com/

幼稚園型認定こども園�秋田市旭川幼稚園・附属保育園�� 認 園のPR◎「あそび」を通し�
て、生きる力の基礎である
「からだづくり」「こころづ
くり」「考える力づくり」に
取り組みし、元気いっぱい
の子どもたちを育てていま
す。

代表者名	 理事長　佐藤　眞一
設立年月	 昭和37年7月
園		児		数	 186名
職		員		数	 30名（男性：5名、女性：25名）
経営主体	 学校法人	秋田市旭川幼稚園
所		在		地	 〒010-0814　秋田市泉東町8番56号
Ｔ		Ｅ		Ｌ	 018-868-3700
ホームページ	 http://asahikawa-youchien.jp/

幼保連携型認定こども園�勝平幼稚園�ひよこ保育園�� 認 園のPR◎勝平地域の特徴で
ある1幼・1小・1中・という地
域の教育力を生かし、保育園
では養護と生活を大切にし
た保育を、幼稚園では「はじ
めて出会う学校」として就学
前の育ちを大切にし、地域に
根ざした“子育て・子育ち”を
する園づくりをしています。

代表者名	 園長　藤原　はるみ
設立年月	 平成27年4月1日
園		児		数	 138名
職		員		数	 19名（男性：2名、女性：17名）
経営主体	 学校法人	和洋学園
所		在		地	 〒010-1617　秋田市新屋松美ガ丘東町9-23
Ｔ		Ｅ		Ｌ	 018-863-6227
Ｆ		Ａ		Ｘ	 018-863-6886
ホームページ	
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幼保連携型認定こども園�こまどり幼稚園・保育園�� 認 園のPR◎心身共に調和の
とれた人間の育成を目指
し、広い芝生のグラウンド、
緑と生き物のいる園庭で、
子どもたちが明るく元気
いっぱいのびのびと遊んで
いる幼稚園・保育園です。

代表者名	 理事長・園長　渡辺　丈夫
設立年月	 昭和30年6月
園		児		数	 291名
職		員		数	 50名（男性：4名、女性：46名）
経営主体	 学校法人	見真学園
所		在		地	 〒010-0044　秋田市横森5丁目1-29
Ｔ		Ｅ		Ｌ	 018-834-0968
ホームページ	 http://www.komadori.ed.jp

幼保連携型認定こども園�山王幼稚園・保育園� 認 園のPR◎『さん　SUN　
燦』を合言葉に遊びが大好
き、明るく元気、個性豊かな
子どもを育んでいます。
自然体験や直接体験を重視
し、地域や友だちとの温か
なかかわりを築いていま
す。

代表者名	 園長　齋藤　満澄
設立年月	 昭和47年11月28日
園		児		数	 367名（3歳未満児：54名、3歳以上児：313名）
職		員		数	 71名（男性：8名、女性：63名）
経営主体	 学校法人	山王学園
所		在		地	 〒010-0953　秋田市山王中園町4-15
Ｔ		Ｅ		Ｌ	 018-862-2223
ホームページ	 http://homepage3.nifty.com/sannoyochien

御所野幼稚園� � 幼 園のPR◎御所野のモッ
トーは“元気な挨拶”と“笑
顔”。園長を筆頭に、朝一番
から子どもたちを全力で受
け止めます。
『1・2・GO！』を合言葉に本
物体験を重視する幼稚園で
す♪

代表者名	 園長　大山　重幸
設立年月	 平成5年9月
園		児		数	 225名
職		員		数	 31名（男性：6名、女性：25名）
経営主体	 学校法人	山王学園
所		在		地	 〒010-1414　秋田市御所野元町5丁目1-2
Ｔ		Ｅ		Ｌ	 018-826-1005
ホームページ	 http://homepage3.nifty.com/gosyonoyouchien/

幼保連携型認定こども園�ノースアジア大学附属のびのびこども園��認 園のPR◎0〜5歳まで連続
した育ちを支える一貫した
保育・教育を行っています。
学園内の大学や高校との交
流もあり、様々な経験を通
じて興味や関心を育て元気
いっぱいのこども園です！

代表者名	 園長　藤本　剛
設立年月	 昭和32年4月
園		児		数	 177名
職		員		数	 39名（男性：3名、女性：36名）
経営主体	 学校法人	ノースアジア大学
所		在		地	 〒010-0065　秋田市茨島4丁目1番20号
Ｔ		Ｅ		Ｌ	 018-823-4540
ホームページ	 http://www.nau.ac.jp/nobi/

幼保連携型認定こども園�土崎カトリックこども園�� 認 園のPR◎一人一人のあり
のままを受け止め、個性を
大切にしながら、相手を思
う心が祈りを通して育まれ
る保育に励んでおります。
港っこの笑顔とパワーいっ
ぱいのこども園です。

代表者名	 理事長・園長　飯野　耕太郎
設立年月	 平成27年4月1日
園		児		数	 141名
職		員		数	 25名（男性：3名、女性：22名）
経営主体	 学校法人	秋田カトリック学園
所		在		地	 〒011-0943　秋田市土崎港南3丁目13番35号
Ｔ		Ｅ		Ｌ	 018-845-1786
ホームページ	 http://www.at-catholic-ko.com/

ノースアジア大学附属さくら幼稚園�� � 幼 園のPR◎大学の附属であ
り、自然豊かな環境、おいし
い給食、アットホームな雰
囲気の中保育をしている幼
稚園です。子どもたちの心
や身体の成長を手助けでき
るよう、心掛けています。

代表者名	 園長　加賀谷　雅子
設立年月	 昭和59年4月
園		児		数	 88名
職		員		数	 12名（男性：2名、女性：10名）
経営主体	 学校法人	ノースアジア大学
所		在		地	 〒010-0058　秋田市下北手桜新桜谷地2
Ｔ		Ｅ		Ｌ	 018-834-2957
ホームページ	 http://www.nau-sy.jp/
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幼保連携型認定こども園�聖園学園短期大学附属聖園幼稚園・聖園ベビー保育園� 認 園のPR◎日々の生活の中
で、友だち同士が仲良く、元
気に過ごし、思いやりの心
が育つことを願い、教育・保
育を行っています。

代表者名	 園長　小野　富久子
設立年月	 大正14年10月15日
園		児		数	 199名
職		員		数	 43名（男性：2名、女性：41名）
経営主体	 学校法人	聖園学園
所		在		地	 〒010-0911　秋田市保戸野すわ町1-58
Ｔ		Ｅ		Ｌ	 018-823-2695
ホームページ	 http://www.misono-jc.ac.jp/kodomo.htm

幼稚園型認定こども園�若草幼稚園� 認 園のPR◎『一人ひとりが主
人公　一人一人にキラリと
光り輝く分野がある』をモッ
トーに遊びや生活を通して
豊かな人間性を持つ子供に
なってほしいと保育をして
います。
職員の笑顔と子どもたちの
笑顔が宝です。

代表者名	 園長　大城　敬子
設立年月	 昭和49年4月
園		児		数	 59名
職		員		数	 14名（男性：2名、女性：12名）
経営主体	 学校法人	鶴舞学園
所		在		地	 〒015-0843　由利本荘市東梵天52番地
Ｔ		Ｅ		Ｌ	 0184-22-0852
ホームページ	 http://yurihon-wakakusa.com/top.htm

幼保連携型認定こども園�だしのこ園� 認 園のPR◎広々とした園舎
環境の中で、園児が様々な
自然体験や直接体験を通し
てたくましく成長できるよ
う願い、保育者の援助や環
境構成を工夫し、日々園児
と楽しく過ごすことを第一
にしています。

代表者名	 園長　佐々木　真貴子
設立年月	 平成27年4月	認定こども園として開園　※昭和30年度	保育所開園　※昭和42年度	幼稚園開園
園		児		数	 129名
職		員		数	 42名（男性：2名、女性：40名）
経営主体	 仙北市	＊平成28年4月	社会福祉法人経営に移行予定です。
所		在		地	 〒014-1201　仙北市田沢湖生保内字武蔵野117-263
Ｔ		Ｅ		Ｌ	 0187-43-1025
ホームページ	 http://www.city.semboku.akita.jp/citizens/09_11.html

幼保連携型認定こども園�神代こども園�� 認 園のPR◎じっくり遊び込
む子どもの姿を重点に、多
様な体験の中で豊かな感性
と表現力の育成を目指して
います。
先生も子どもも明るく輝い
て、そして夢中で！それが
神代こども園です。

代表者名	 園長　川井　朋子
設立年月	 平成27年4月	認定こども園として開園　※昭和40年度	保育所開園　※昭和45年度	幼稚園開園
園		児		数	 126名
職		員		数	 39名（男性：1名、女性：38	名）
経営主体	 仙北市	＊平成28年4月	社会福祉法人経営に移行予定です。
所		在		地	 〒014-1201　仙北市田沢湖神代字珍重屋敷89-3
Ｔ		Ｅ		Ｌ	 0187-44-2502
ホームページ	 http://www.city.semboku.akita.jp/citizens/09_11.html

湯沢よつば保育園� � 保 園のPR◎笑顔いっぱい！
元気な声が響きます。
おいしい給食いっぱい食べ
て、丈夫な体を作ります！
みんなが安心、居心地良い
場所。
それが湯沢よつば保育園
です。

代表者名	 園長　後藤　康子
設立年月	 平成27年4月1日
園		児		数	 118名
職		員		数	 27名（男性：1名、女性：26名）
経営主体	 学校法人	双葉学園
所		在		地	 〒012-0844　湯沢市田町2丁目3番52号
Ｔ		Ｅ		Ｌ	 0183-73-2272
ホームページ	

幼保連携型認定こども園�双葉幼稚園�� 認
園のPR◎“楽しくなければ
幼稚園ではない”
園児が楽しく園生活を送る
にふさわしい環境や活動内
容に留意し、その中で『生き
る力』の基礎づくりを目指
した保育を行っています。

代表者名	 園長　岸　豊
設立年月	 昭和32年11月
園		児		数	 132名
職		員		数	 37名（男性：5名、女性：32名）
経営主体	 学校法人	双葉学園
所		在		地	 〒012-0827　湯沢市表町4丁目7-8
Ｔ		Ｅ		Ｌ	 0183-73-0110
ホームページ	 http://www.yutopia.or.jp/~yutakak/
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すぎ保育園� 保 園のPR◎0〜5歳児までの
元気な子どもたちと明るい
職員。
一緒に過ごす中で思い切り
遊ぶ楽しさ、友だちとの関
わりなど
一人一人の成長に合わせて
手助けをし“心の根っこ”を
育んでいます。

代表者名	 園長　大越　直美
設立年月	 昭和46年1月
園		児		数	 75名
職		員		数	 22名（男性：2名、女性：20名）
経営主体	 社会福祉法人	杉松会
所		在		地	 〒016-0844　能代市花園町10-21
Ｔ		Ｅ		Ｌ	 0185-52-0661
ホームページ	

まつばら保育園� 保 園のPR◎一人一人の子
どもがやってみよう、がん
ばってみようの気持ちを持
ち、何事にも取り組んで欲
しいと願い保育をしていま
す。

代表者名	 園長　笠井　千加子
設立年月	 平成17年4月
園		児		数	 65名
職		員		数	 18名（男性：1名、女性：17名）
経営主体	 社会福祉法人	杉松会
所		在		地	 〒016-0893　能代市松美町11-3
Ｔ		Ｅ		Ｌ	 0185-52-2713
ホームページ	 http://www.9.plala.or.jp/matubara/

さんさん保育園�� 保 園のPR◎自分は勿論、様々
な物に命があることを知
り、感謝し大切にできる子
どもになってほしいと願っ
ています。広い敷地に恵ま
れ思いきり遊ぶことができ
沢山のことを学びます。

代表者名	 園長　大坂　江利子
設立年月	 平成21年4月
園		児		数	 75名
職		員		数	 24名（男性：0名、女性：24名）
経営主体	 社会福祉法人	杉松会
所		在		地	 〒016-0013　能代市向能代字上野117-2
Ｔ		Ｅ		Ｌ	 0185-52-5513
ホームページ	

あおぞら乳児園�� 保 園のPR◎0歳児〜2歳児ま
での乳児保育所です。小さ
な施設ですが、その分アッ
トホームな雰囲気を大切に
しながら、子供や保護者に
寄り添った保育（養護と教
育）を行っています。

代表者名	 園長　上村　清正
設立年月	 昭和59年4月1日
園		児		数	 38名
職		員		数	 18名（男性：2名、女性：16名）
経営主体	 社会福祉法人	雄仁会
所		在		地	 〒010-1424　秋田市御野場6丁目12番8号
Ｔ		Ｅ		Ｌ	 018-839-7979
ホームページ	 http://yuijinkai-aozora.jp/

あおぞら幼保連携型認定こども園�� 認 園のPR◎あおぞら�それ
は、わくわく　どくどき　は
らはらの子どもたちの宝島。
運動面ではラグビーや柔道
に取り組みます。また、創造
的な思考や主体的な生活態
度を培うように、自然との関
わりと地域と関わる教育・保
育の計画を進めています。

代表者名	 園長　上村　清一
設立年月	 平成27年4月1日
園		児		数	 137名
職		員		数	 40名（男性：6名、女性：34名）
経営主体	 社会福祉法人	雄仁会
所		在		地	 〒010-1423　秋田市仁井田字仲谷地284番地
Ｔ		Ｅ		Ｌ	 018-839-5375
ホームページ	 http://www.8.ocn.ne.jp/~aozora-h/

大館乳児保育園� 保 園のPR◎健康で安全な環
境の中で保育士との愛着形
成を通して情緒の安定と信
頼感を育み、「生きる力」の
基礎を培います。
3歳未満児專門保育園。優し
く丁寧で、心を込めた保育
がモットーです。

代表者名	 園長　兜森　和夫
設立年月	 昭和45年2月
園		児		数	 62名
職		員		数	 27名（男性：2名、女性：25名）
経営主体	 社会福祉法人	大館感恩講
所		在		地	 〒017-0845　大館市泉町8番12号
Ｔ		Ｅ		Ｌ	 0186-42-5130
ホームページ	 http://www.nyujihoikuen.jp/
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北都銀行事業所内保育所�ほっくんキッズハウス� 保 園のPR◎地域の文化や自
然と、多くの人々との関わ
りの中で、生き生きと生活
できる力の基礎を持つ子ど
もに育つよう取り組んでい
ます。3歳までの子どもさん
をお預かりし、家庭的な雰
囲気の中保育を進めていま
す。

代表者名	 園長　上村　清一
設立年月	 平成23年4月1日
園		児		数	 17名
職		員		数	 9名（男性：2名、女性：7名）
経営主体	 秋田不動産サービス株式会社
所		在		地	 〒010-0001　秋田市中通5丁目1番39号
Ｔ		Ｅ		Ｌ	 018-874-8653
ホームページ	

秋田市川口保育所� 保 園のPR◎昭和28年に設置され、親子
2代にわたって在園している子どもたちも
おります。
平成7年に全面改築され、敷地内にはディ
サービスセンターも合築されており、お年
寄りとの交流も盛んです。また、お茶のお稽
古やお茶会、お祭りや小正月行事を通して
地域の皆さんとの交流や保育所開放、青空
保育などの子育て支援も行っております。

代表者名	 所長　髙橋　孝子
設立年月	 昭和28年5月1日
園		児		数	 66名
職		員		数	 19名（男性：0名、女性：19名）
経営主体	 秋田市
所		在		地	 〒010-0021　秋田市楢山登町10番50号
Ｔ		Ｅ		Ｌ	 018-832-4582
ホームページ	

秋田市土崎保育所�� 保 園のPR◎「一致団結！心一
つに港っ子」
職員、保護者、地域の方々の
愛情の中で元気いっぱい伝
承行事を受け継ぎます。
大きな優しい心も育みま
す！！

代表者名	 所長　田山　恵子
設立年月	 昭和27年7月1日
園		児		数	 132名
職		員		数	 29名（男性：1名、女性：28名）
経営主体	 秋田市
所		在		地	 〒011-0946　秋田市土崎港中央6丁目10-6
Ｔ		Ｅ		Ｌ	 018-845-1571
ホームページ	

秋田市寺内保育所�� 保 園のPR◎広い園庭が自慢
です。緑がたくさんあり、子
どもたちの探求心を誘いま
す。カラフルな遊具もいっ
ぱい、特に3人で一緒にすべ
れる、大型滑り台が大人気
です。

代表者名	 所長　保坂　典子
設立年月	 昭和50年5月1日
園		児		数	 122名
職		員		数	 29名（男性：0名、女性：29名）
経営主体	 秋田市
所		在		地	 〒011-0903　秋田市寺内油田2丁目5-1
Ｔ		Ｅ		Ｌ	 018-863-6253
ホームページ	

秋田市泉保育所�� 保 園のPR◎保育所は子ども
にとって、友だちと一緒に
楽しい集団生活をする場で
す。
一人ひとりのあそびや感動
を大切にし、保育士や友だ
ちと十分関わり、健康で豊
かな心を育てる保育を目指
します。

代表者名	 所長　大塚　孝子
設立年月	 昭和49年5月1日
園		児		数	 123名
職		員		数	 35名（男性：1名、女性：34名）
経営主体	 秋田市
所		在		地	 〒010-0917　秋田市泉中央5丁目6-1
Ｔ		Ｅ		Ｌ	 018-823-1626
ホームページ	

すまいるほいくえん�� 保 園のPR◎御野場病院在宅
ケアセンター2階にある事
業所内保育所です。御野場
病院でお勤めする職員のお
子さんや地域のお子さん（0
歳児〜2歳児）の保育を行っ
ております。

代表者名	 園長	上村　清正
設立年月	 平成23年8月1日
園		児		数	 8名
職		員		数	 8名（男性：0名、女性：8名）
経営主体	 医療法人	正観会
所		在		地	 〒010-1424　秋田市御野場2丁目14-1
Ｔ		Ｅ		Ｌ	 018-839-6141
ホームページ	 http://www.seikankai.or.jp/
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秋田市川添保育所� 保 園のPR◎緑に囲まれた豊
かな自然の中で、あたたか
い目と手と心で一人一人を
大切に育みます。笑顔と元
気があふれる川添保育所の
子ども達、心も体ものびの
び大きくな〜れ！

代表者名	 所長　伊藤　英子
設立年月	 昭和39年	川添保育園（へき地保育所）として設立　昭和55年	川添保育所として認可
園		児		数	 64名
職		員		数	 22名（男性：2名、女性：20名）
経営主体	 秋田市
所		在		地	 〒010-1211　秋田市雄和椿川字長者屋敷33
Ｔ		Ｅ		Ｌ	 018-886-2139
ホームページ	

秋田市雄和中央保育所� 保 園のPR◎園庭に、大きなケ
ヤキなどの樹木があって、
まるでトトロの世界のよう
な自然豊かな環境の中で、
子供達も、職員も心豊かに
保育所生活を送っている笑
顔いっぱいの保育所です。

代表者名	 所長　石塚　紀子
設立年月	 昭和62年4月
園		児		数	 24名
職		員		数	 13名（男性：1名、女性：12名）
経営主体	 秋田市
所		在		地	 〒010-1224　秋田市雄和種沢字戸草沢105
Ｔ		Ｅ		Ｌ	 018-886-2595
ホームページ	

秋田市河辺保育所�� 保 園のPR◎自然豊かな河辺
の中心にあります。園舎は
平成22年に新設され、明る
く広々としています。園バ
スでの送迎や園外保育、畑
作りを通しての食育活動に
も取り組んでいます。

代表者名	 所長　菅原　恵子
設立年月	 平成22年4月1日
園		児		数	 149名
職		員		数	 39名（男性：2名、女性：37名）
経営主体	 秋田市
所		在		地	 〒019-2625　秋田市河辺北野田高野字上前田表68-1
Ｔ		Ｅ		Ｌ	 018-882-3056
ホームページ	

あきた保育園�� 保 園のPR◎一人一人に寄り
添い、健康で生き生きと遊
べる子どもに育ってほしい
と願い保育をしています。
子どもたちが畑で育てた野
菜を使って作るカレー・サ
ラダパーティーが恒例で
す。

代表者名	 園長　嘉藤　玲子
設立年月	 昭和39年4月1日
園		児		数	 85名
職		員		数	 20名（男性：2名、女性：18名）
経営主体	 社会福祉法人	母子寡婦福祉連合会
所		在		地	 〒010-0013　秋田市南通築地2-6
Ｔ		Ｅ		Ｌ	 018-833-4614
ホームページ	 http://www.akitahoikuen.net

秋田市岩見三内保育所�� 保 園のPR◎緑豊かな山々と
清流の岩見川に囲まれてい
る岩見三内保育所は、自然
や地域を愛する岩見三内の
人々と「子育ては一緒に」を
合い言葉に地域の中に根づ
いています。

代表者名	 所長　船木　伊智子
設立年月	 昭和52年4月
園		児		数	 33名
職		員		数	 13名（男性：1名、女性：12名）
経営主体	 秋田市
所		在		地	 〒019-2742　秋田市河辺三内字外川原115
Ｔ		Ｅ		Ｌ	 018-883-2555
ホームページ	

秋田市新波保育所�� 保 園のPR◎広い園舎、広い園
庭、豊かな自然を活かした
保育をとおし、心身ともに
健康な子どもの育成と、少
人数保育の良さを活かした
家庭的な保育が魅力です。

代表者名	 所長　小野寺　輝子
設立年月	 昭和47年4月
園		児		数	 18名
職		員		数	 12名（男性：1名、女性：11名）
経営主体	 秋田市
所		在		地	 〒010-1342　秋田市雄和神ケ村字陳笠262
Ｔ		Ｅ		Ｌ	 018-887-2014
ホームページ	
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あきたチャイルド園�� 保 園のPR◎フルオープンな
保育ゾーン、中庭と屋上園
庭がある、築4年の新しい園
舎です。子どもを主体とし
て、自己肯定感、自立心そし
て共生力が身につくように
保育を進めています。

代表者名	 理事長・園長　澤口　勇人
設立年月	 昭和55年（1980年）6月創立、平成15年（2003年）4月設立
園		児		数	 195名
職		員		数	 54名（男性：7名、女性：47名）
経営主体	 社会福祉法人	風の遊育舎
所		在		地	 〒011-0945　秋田市土崎港西三丁目8番28号
Ｔ		Ｅ		Ｌ	 018-846-6731
ホームページ	 http://www.kosodate-web.com/ace/index.php

港北チャイルド園� 保 園のPR◎オープンな保育
ゾーン、園庭の他に屋上園
庭がある、今年完成したば
かりの園舎です。子どもを
主体として、自己肯定感、自
立心そして共生力を育むの
が園の保育目標です。

代表者名	 園長　佐藤　康子
設立年月	 昭和55年（1980年）6月創立、平成15年（2003年）4月設立
園		児		数	 117名
職		員		数	 31名（男性：2名、女性：29名）
経営主体	 社会福祉法人	風の遊育舎
所		在		地	 〒011-0941　秋田市土崎港北六丁目1番33号
Ｔ		Ｅ		Ｌ	 018-845-7166
ホームページ	 ただ今作成中（参考：あきたチャイルド園）

あきた中央保育園�� 保 園のPR◎明るく、広い木の
ぬくもりのあるオープンス
ペースの保育室で
子ども達一人ひとりの思い
に寄り添い元気な心と体を
つくります。

代表者名	 園長　田仲　あつ子
設立年月	 平成22年9月1日
園		児		数	 125名
職		員		数	 28名（男性：0名、女性：28名）
経営主体	 社会福祉法人	秋田中央福祉会
所		在		地	 〒010-0914　秋田市保戸野千代田町1-10
Ｔ		Ｅ		Ｌ	 018-896-0121
ホームページ	 http://www.akita-chuou.net/

かわしり保育園�� 保 園のPR◎
・�竿燈を通してふるさとを
愛する気持ちを育てます。
・�直接体験で挑戦する心、豊
かな情緒を育てます。
・�友達大好きの心を育てま
す。
・�食を通して心身の発達を
図ります。

代表者名	 園長　阿部　眞理子
設立年月	 平成23年4月1日
園		児		数	 66名
職		員		数	 24名（男性：2名、女性：22名）
経営主体	 社会福祉法人	山王平成会
所		在		地	 〒010-0951　秋田市山王臨海町4-15
Ｔ		Ｅ		Ｌ	 018-823-3254
ホームページ	 http://www.sanno-heiseikai.jp/kawashiri/

ウェルビューいずみこども園�� 保 園のPR◎じっくりのとき
やはりきるとき、ゆったり
のときや弾む瞬間。一日一
日を大切に保育します。み
んなの笑顔が輝き、大好き
の気持ちが溢れる元気いっ
ぱいの保育園です。

代表者名	 園長　藤田　洋子
設立年月	 平成14年11月
園		児		数	 101名
職		員		数	 26名（男性：1名、女性：25名）
経営主体	 社会福祉法人	いずみ会
所		在		地	 〒010-0817　秋田市泉菅野二丁目17-27
Ｔ		Ｅ		Ｌ	 018-896-6277
ホームページ	 作成中

秋田駅東保育園�� 保
園のPR◎「すくすくそだつ　
げんきなこども」
本園は3歳未満児保育園で
す。一人一人を大切に丁寧
に育て、自然に親しむ戸外
活動を重視し、毎日思い切
り体を動かして遊んでいま
す。

代表者名	 園長　伊藤　昇
設立年月	 平成22年12月1日
園		児		数	 68名
職		員		数	 35名（男性：2名、女性：33名）
経営主体	 社会福祉法人	さわらび会
所		在		地	 〒010-0003　秋田市東通三丁目6番5号
TEL・FAX	 018-837-4152
ホームページ	
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かんば保育園� 保 園のPR◎「かんば」は漢字で「汗馬」
と書き、保育目標です。
「汗をかいて走り回り、暴れ馬のように
心身共に自分をだせる子どもになって
ほしい」と願い、保育をしています。
子どもたちの個々の気持ちをくみ取り
ながら元気に生活できる保育園であ
り、各家庭の事情に添えるような保護
者支援を心がけております。

代表者名	 園長　菅原　しん
設立年月	 昭和53年4月
園		児		数	 130名
職		員		数	 44名（男性：4名、女性：40名）※パート含む
経営主体	 社会福祉法人	澪標会
所		在		地	 〒010-0063　秋田市牛島西一丁目7番42号
Ｔ		Ｅ		Ｌ	 018-832-9645
ホームページ	 http://www.kanba.biz/

北保育園� 保 園のPR◎北保育園は、秋田
市の最北端にある認可保育
園です。
定員45名の小さな保育園
ですが、その分、一人一人の
子どもに目と手をかけてい
ます。

代表者名	 園長　鎌田　貴寛
設立年月	 昭和54年4月
園		児		数	 48名
職		員		数	 15名（男性：2名、女性：13名）
経営主体	 社会福祉法人	新光会
所		在		地	 〒010-0146　秋田市下新城中野字街道端西79
Ｔ		Ｅ		Ｌ	 018-873-5248
ホームページ	 http://shinkoukai.wix.com/kitaho

グリーンローズ保育園�� 保 園のPR◎キリスト教精神
に基づき、「ありがとう」の
気持ちを持てる子ども・元
気で健康な子ども・明るく
のびのびとあそべる子ども
を保育目標とする。
0〜2歳児までの乳幼児保
育園です。

代表者名	 園長　大門　ちぎ
設立年月	 昭和43年4月開設（無認可）　平成11年4月認可
園		児		数	 49名
職		員		数	 25名（男性：0名、女性：25名）
経営主体	 社会福祉法人	グリーンローズ
所		在		地	 〒010-1638　秋田市新屋表町8-19
Ｔ		Ｅ		Ｌ	 018-828-3049
ホームページ	 http://kodomo-sekai.com　※保育園のホームページは現在作成中です。

ルーテル愛児幼稚園�� 幼 園のPR◎聖書の教えの基
に、心豊かにこどもの個性
を大事に育てる保育を目指
しています。
様々な体験が、こどものた
くさんの学びになることを
願い、元気いっぱいの幼稚
園です。

代表者名	 園長　片桐　勝也
設立年月	 昭和30年
園		児		数	 139名
職		員		数	 18名（男性：4名、女性：14名）
経営主体	 学校法人	児童福音学園
所		在		地	 〒010-1638　秋田市新屋表町8-19
Ｔ		Ｅ		Ｌ	 018-828-3038
ホームページ	 http://www.kodomo-sekai.com/luther/

グリーンローズてがた保育園�� 保 園のPR◎体をたくさん動
かし、食育をとおしてバラ
ンスのとれた給食を実感し
て、おいしく食べる事で、心
身ともに健康な子ども。そ
して、共に育ち合える保育
を目指しております。

代表者名	 園長　加藤　加奈子
設立年月	 平成26年4月1日
園		児		数	 76名
職		員		数	 31名（男性：2名、女性：29名）
経営主体	 社会福祉法人	グリーンローズ
所		在		地	 〒010-0863　秋田市手形休下町1-33
Ｔ		Ｅ		Ｌ	 018-834-0766
ホームページ	 なし

ごしょの保育園�� 保 園のPR◎緑あふれる自然
の中、子ども達や職員の元
気な声が響いています。バ
スでのおでかけやリズム
遊び、おいしい給食など楽
しいことがいっぱい、笑顔
いっぱいの保育園です♪

代表者名	 園長　加賀屋　尚江
設立年月	 平成13年1月1日
園		児		数	 174名
職		員		数	 52名（男性：1名、女性：51名）
経営主体	 社会福祉法人	山王平成会
所		在		地	 〒010-1413　秋田市御所野地蔵田2丁目9-6
Ｔ		Ｅ		Ｌ	 018-892-7555
ホームページ	 www.sanno-heiseikai.jp
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こばと保育園�� 保 園のPR◎子どもや子育て
を「あたたかくゆっくりと」
見守り、関わり、支え合う関
係を一緒に作っていける保
育園でありたい。
こばと保育園は、遊びが一
杯詰まった保育園です。

代表者名	 園長　安宅　善隆
設立年月	 昭和43年4月
園		児		数	 定員110名　現在116名
職		員		数	 32名（男性：4名、女性：28名）
経営主体	 社会福祉法人	こばと保育園
所		在		地	 〒010-0041　秋田市広面字釣瓶町71番地の4
Ｔ		Ｅ		Ｌ	 018-834-3429
ホームページ	 http://www.kobato-hoikuen.jp/

みつば保育園� 保 園のPR◎大きなお家、小さ
な保育園の一軒家の保育園
です。
旭川、千秋公園の四季の自
然に触れ0、1歳児はふれあ
い遊び、2歳〜5歳の異年齢
での遊びを大切にしていま
す。

代表者名	 園長　讃岐　信孝
設立年月	 平成22年4月
園		児		数	 定員40名　現在36名
職		員		数	 14名（男性：1名、女性：13名）
経営主体	 社会福祉法人	こばと保育園
所		在		地	 〒010-0901　秋田市保戸野八丁2-20
Ｔ		Ｅ		Ｌ	 018-874-9881
ホームページ	 http://www.kobato-hoikuen.jp/

こひつじ保育園�� 保 園のPR◎キリスト教保育
理念を基礎として、一人ひ
とりの心を育む「心の保育」
に重きを置いた保育を行
い、一人ひとりの子どもの
主体性を尊重した保育の場
を提供する園です。

代表者名	 園長　小池　良雄
設立年月	 1978年（昭和53年）5月7日
園		児		数	 65名
職		員		数	 28名（男性：3名、女性：25名）
経営主体	 社会福祉法人	こひつじ会
所		在		地	 〒010-0041　秋田市広面字近藤堰添47-1
Ｔ		Ｅ		Ｌ	 018-835-1227
ホームページ	 作成中

あさひ保育園�� 保 園のPR◎秋田駅東口線路
沿いにあり、毎日子ども達
と電車を見て楽しんでいま
す。
「和顔愛護」をモットーに、
子ども・保護者・職員が共に
穏やかに過ごせることをめ
ざしています。

代表者名	 園長　高橋　妙子
設立年月	 平成16年4月1日
園		児		数	 97名
職		員		数	 31名（男性：0名、女性：31名）
経営主体	 社会福祉法人	太東会
所		在		地	 〒010-0851　秋田市手形字山崎92-18
Ｔ		Ｅ		Ｌ	 018-832-8833
ホームページ	 開設準備中

さくら保育園�� 保 園のPR◎『人としての心、
生きる力を育て、乳幼児期
をいきいきと過ごさせる』
の保育理念のもと、一人ひ
とりが十分に受け止めら
れ、愛され、人に対する愛
情、人権を大切にする、思い
やりの心を育てる保育を目
指します。

代表者名	 園長　長谷川　元子
設立年月	 平成11年1月1日
園		児		数	 104名
職		員		数	 32名（男性：2名、女性：30名）
経営主体	 社会福祉法人	太東会
所		在		地	 〒010-0042　秋田市桜2丁目13-27
Ｔ		Ｅ		Ｌ	 018-884-7377
ホームページ	 開設準備中

こどものくに保育園�� 保 園のPR◎「神は愛である」
というキリストの愛の教え
を基本に、子どもが愛され
ていると実感することがで
きる保育をめざしている保
育園です。

代表者名	 園長　佐藤　チエ子
設立年月	 平成14年4月
園		児		数	 68名
職		員		数	 27名（男性：1名、女性：26名）
経営主体	 社会福祉法人	こどものくに
所		在		地	 〒010-0003　秋田市東通二丁目10-22
Ｔ		Ｅ		Ｌ	 018-834-9548
ホームページ	
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白百合保育園�� 保 園のPR◎一輪車の保育園。
笑顔いっぱいの元気な子ど
もたち、何にも最後まで一
生懸命がんばれる子どもた
ちがいっぱいの保育園で
す。

代表者名	 園長　石田　ミヨ子
設立年月	 昭和46年10月
園		児		数	 227名
職		員		数	 52名（男性：3名、女性：49名）
経営主体	 社会福祉法人	白百合保育園
所		在		地	 〒010-0964　秋田市八橋鯲沼町5-6
Ｔ		Ｅ		Ｌ	 018-823-5361
ホームページ	 http://www.sirayuri-hoikuen.jp/

城南園� 保 園のPR◎創設のキリスト
教の精神を幼い子らへ注
ぎ、一人ひとりに向き合い、
優しい言葉かけを心がけて
います。園庭を活用し体を
使った遊びを多く取り入れ
ています。

代表者名	 園長　田岡　清
設立年月	 昭和10年2月1日（昭和23年5月1日認可）
園		児		数	 69名
職		員		数	 19名（男性：1名、女性：18名）
経営主体	 社会福祉法人	秋田婦人ホーム
所		在		地	 〒010-0026　秋田市楢山古川新町41-2
Ｔ		Ｅ		Ｌ	 018-832-3512
ホームページ	 http://akita-fujinhome.com/jounanen1.html

ふじ保育園�� 保 園のPR◎子ども達の豊か
な育ちを支える保育を目指
しています。
一人一人が生々と楽しい保
育園生活を送り、保護者に
とっても「入ってよかった」
と思ってもらえるよう努め
ております。

代表者名	 園長　宮崎　まち子
設立年月	 平成14年4月1日
園		児		数	 125名
職		員		数	 30名（男性：2名、女性：28名）
経営主体	 社会福祉法人	翼友会
所		在		地	 〒011-0949　秋田市飯島飯田一丁目12-40
Ｔ		Ｅ		Ｌ	 018-816-0550
ホームページ	 http://yokuyuukai-fujihoikuen.com/

ナーサリーふじ�� 保 園のPR◎心から子ども
の成長が喜べる、笑顔がス
テキ、技術より素直な心を
持っている、運動バツグン、
芸術性一杯☆個々にキラリ
と光る保育士が子ども達の
成長を見守っています♪

代表者名	 園長　後藤　節子
設立年月	 平成23年4月1日
園		児		数	 104名
職		員		数	 31名（男性：2名、女性：29名）
経営主体	 社会福祉法人	翼友会
所		在		地	 〒011-0948　秋田市飯島西袋一丁目1番3号
Ｔ		Ｅ		Ｌ	 018-893-5880
ホームページ	 http://yokuyuukai-nurseryfuji.com

ほどの保育園�� 保 園のPR◎ジャングルジム
や鉄棒で元気よく園庭で遊
んでいます。
毎月のクッキングや園外保
育を楽しみ、たくさんの体
験を行っています。
優しい笑顔がいっぱいの保
育園です。

代表者名	 園長　福岡　伊勢子
設立年月	 平成26年4月1日
園		児		数	 64名
職		員		数	 23名（男性：0名、女性：23名）
経営主体	 社会福祉法人	太東会
所		在		地	 〒010-0913　秋田市保戸野鉄砲町5-60
Ｔ		Ｅ		Ｌ	 018-823-6928
ホームページ	 開設準備中

みどり保育園�� 保 園のPR◎それぞれの個性を
もっている子どもたちを、あるがま
まに受け入れ、楽しく充実した日々
を過ごせるよう、養護と教育を一体
とした保育をしています。愛されて
いること、大切にされていることを
自覚できる子ども、自分を大切に
し、他を愛しむ心をもてる子どもに
育つことを目指します。

代表者名	 園長　鷲尾　道子
設立年月	 昭和55年
園		児		数	 72名
職		員		数	 22名（男性：0名、女性：22名）
経営主体	 社会福祉法人	秋田南福祉会
所		在		地	 〒010-0022　秋田市楢山南中町1-32
Ｔ		Ｅ		Ｌ	 018-835-9298
ホームページ	
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南通りすこやか保育園� 保 園のPR◎3･4･5歳児混合の
保育を取り入れています。子
ども達が自主的に行動が取れ
るようコーナー保育を中心に
日々の保育を展開しています。
夕方4時に運動活動として、ラ
ジオ体操を行っています。
地域との交流を大切にしてい
ます。

代表者名	 園長　安東　久美子
設立年月	 平成22年12月
園		児		数	 60名
職		員		数	 21名（男性：0名、女性：21名）
経営主体	 社会福祉法人	はなづな
所		在		地	 〒010-0001　秋田市中通5丁目10-14
Ｔ		Ｅ		Ｌ	 018-874-8102
ホームページ	 http://hanazuna.or.jp/sukoyaka/

こぐま保育園（分園）� 保 園のPR◎少人数で、細やか
な配慮のもと、ゆったりと
過ごせる保育園です。
3、4、5歳が混合の保育をし
ています。
異年齡の、子どもたちがい
たわりあうことによって、
優しい気持ちを育みます。

代表者名	 園長　渡辺　恵美子
設立年月	 平成22年12月
園		児		数	 28名
職		員		数	 11名（男性：0名、女性：11名）
経営主体	 社会福祉法人	はなづな
所		在		地	 〒010-0917　秋田市泉菅野2丁目9-11
Ｔ		Ｅ		Ｌ	 018-866-7767
ホームページ	 http://hanazuna.or.jp/koguma/

こどものいえ保育園（分園）� 保 園のPR◎全園児数33名と
いう小さな保育園ですが、
子どもたちも先生たちも思
いやりのある大きな心を
持っています。笑顔の絶え
ない楽しく明るい家庭的な
保育園です。

代表者名	 園長　田口　志織
設立年月	 平成22年12月
園		児		数	 33名
職		員		数	 9名（男性：0名、女性：9名）
経営主体	 社会福祉法人	はなづな
所		在		地	 〒010-0802　秋田市外旭川字三後田172
Ｔ		Ｅ		Ｌ	 018-893-4340
ホームページ	 http://hanazuna.or.jp/kodomonoie/

第一ルンビニ園� 保 園のPR◎子ども達一人ひ
とりが自分らしく生き生き
と生活したり、元気に活動
できる場になるよう頑張っ
ています。子どもも保護者
も職員も笑顔いっぱいの元
気溢れる保育園です。

代表者名	 園長　齊藤　正仁
設立年月	 昭和6年4月1日
園		児		数	 159名
職		員		数	 40名（男性：1名、女性：39名）
経営主体	 社会福祉法人	秋田聖徳会
所		在		地	 〒010-0925　秋田市旭南一丁目5番10号
Ｔ		Ｅ		Ｌ	 018-863-3857
ホームページ	 http://www.daiichilumbini.ed.jp/

やまばと保育園� 保 園のPR◎豊かな自然環境
の中で、心も体も健やかに
成長して欲しいと願い、家
族的な雰囲気を大切にし
て、園児も保育士も楽しく
過ごす保育園です。

代表者名	 園長　大友　潤一
設立年月	 昭和54年4月
園		児		数	 82名
職		員		数	 23名（男性：1名、女性：22名）
経営主体	 社会福祉法人	友睦会
所		在		地	 〒010-1606　秋田市新屋寿町8-69
Ｔ		Ｅ		Ｌ	 018-865-0633
ホームページ	 http://www.akitanet.co.jp/yamabato/

第二ルンビニ園� 保 園のPR◎保育園の周りは
自然がいっぱい。四季を通
じてゆったりと流れる時間
を大切に日々楽しいプラン
が‘てんこもり、の第二ルン
ビニ園です。

代表者名	 園長　柏崎　光子
設立年月	 昭和23年5月1日
園		児		数	 159名
職		員		数	 36名（男性：0名、女性：36名）
経営主体	 社会福祉法人	秋田聖徳会
所		在		地	 〒010-0935　秋田市川元小川町1番53号
Ｔ		Ｅ		Ｌ	 018-862-3858
ホームページ	 http://www.dainilumbini.ed.jp
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牛島ルンビニ園�� 保 園のPR◎地域の子育て支
援の拠点として、情報を発
信しながら交流を盛んに
行っています。
「明るく・正しく・仲良く」を
目標に子どもたちと楽しく
過ごせる保育園です。

代表者名	 園長　佐々木　真理
設立年月	 平成26年4月1日
園		児		数	 74名
職		員		数	 23名（男性：0名、女性：23名）
経営主体	 社会福祉法人	秋田聖徳会
所		在		地	 〒010-0062　秋田市牛島4丁目7番48号
Ｔ		Ｅ		Ｌ	 018-832-3045
ホームページ	 開設準備中（7〜8月）

母子生活支援施設�若草ハイム� 施 園のPR◎子ども会では、学
生ボランティアから週一回
勉強を教えて頂き、学習支
援に力を入れています。子
ども会活動（青麦子ども会）
も盛んでいろいろな行事を
企画して楽しく過ごしてい
ます。

代表者名	 所長　加賀谷　典子
設立年月	 昭和11年10月1日
園		児		数	 20世帯　51名
職		員		数	 12名（男性：3名、女性：9名）
経営主体	 社会福祉法人	秋田聖徳会
所		在		地	 〒010-0935　秋田市川元小川町1番4号
Ｔ		Ｅ		Ｌ	 018-823-1208
ホームページ	 http://www.akita-shoutokukai.jp/wakakusa.html

にかほ保育園�� 保 園のPR◎「にこにこ　は
きはき　がんばる子」を保
育目標に、子どもたちの優
しさと協調性、明朗性、積極
性、心身の逞しさと創造性、
社会性を育む保育を行って
います。

代表者名	 園長　三浦　京子
設立年月	 平成8年4月1日
園		児		数	 219名
職		員		数	 63名（男性：4名、女性：59名）
経営主体	 社会福祉法人	仁賀保保育会
所		在		地	 〒018-0411　にかほ市院内字嶋田70
Ｔ		Ｅ		Ｌ	 0184-32-3200
ホームページ	 http://nikaho-hoikukai.jp/

大空大仙（12園）� � 幼 保 認 園のPR◎基本理念は　
①子どもを真ん中に据えた
園づくり　②家庭地域と心
を合わせた園づくり　③明
るいあいさつのとび交う園
づくり　④研修に努め常に
保育教育を向上させる園づ
くり　です。

代表者名	 理事長　笹元　嘉辰
設立年月	 平成20年3月
園		児		数	 1,321名
職		員		数	 360名（男性：30名、女性：330名）
経営主体	 社会福祉法人	大空大仙
所		在		地	 〒014-0203　大仙市北長野字茶畑141
Ｔ		Ｅ		Ｌ	 0187-56-7677
ホームページ	 なし（今年度作成予定）

つぼみ保育園�� 保 園のPR◎「にこにこ　はき
はき　がんばる子」を目標
に、安心して保育者や友だ
ちと遊べるよう、身近な人
とのやりとりを楽しめるよ
う、色々なことに興味、関心
を持てるように保育を行っ
ています。

代表者名	 園長　佐藤　公子
設立年月	 平成14年4月1日
園		児		数	 33名
職		員		数	 24名（男性：0名、女性：24名）
経営主体	 社会福祉法人	仁賀保保育会
所		在		地	 〒018-0411　にかほ市院内字嶋田70
Ｔ		Ｅ		Ｌ	 0184-62-8260
ホームページ	 http://nikaho-hoikukai.jp/

大曲保育会（14園）� � 幼 保 園のPR◎“そっと添えるや
さしい心とあたたかい手”
をモットーに教育・保育を
しています。子ども達も保
育士も、いきいきと活動し、
笑顔がいっぱい生まれてい
ます。

代表者名	 理事長　中村　和樹
設立年月	 昭和39年4月
園		児		数	 1，148名
職		員		数	 257名（男性：19名、女性：238名）
経営主体	 社会福祉法人	大曲保育会
所		在		地	 〒014-0053　大仙市大曲花園町4番88号
Ｔ		Ｅ		Ｌ	 0187-62-4561
ホームページ	 http://www.oomagarihoikukai.jp/
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金沢保育園� 保 園のPR◎かまくらの「ほっ
こら」とした温もり。それが
私たちの「ほっこら保育」で
す。「ほっこら」の源は人の
温かさ。そんなかまくらの
ような心を持った人が集ま
る場所が当園です。

代表者名	 園長　南部　正悦
設立年月	 昭和49年11月
園		児		数	 74名
職		員		数	 18名（男性：2名、女性：16名）
経営主体	 社会福祉法人	金沢保育園
所		在		地	 〒013-0814　横手市金沢中野字青葉田18
Ｔ		Ｅ		Ｌ	 0182-37-2176
ホームページ	 http://kosodate-web.com/kanezawa/

白梅保育園� 保 園のPR◎近代的な園舎と、
緑がいっぱいの広い園庭
と、大きなプール広場があ
ります。
そして、元気いっぱいの子
ども達の声が、こだまして
いる楽しい保育園です。

代表者名	 園長　鈴木　雄俊
設立年月	 昭和31年10月
園		児		数	 74名
職		員		数	 19名（男性：1名、女性：18名）
経営主体	 社会福祉法人	白梅保育園
所		在		地	 〒013-0051　横手市大屋新町字中野117-16
Ｔ		Ｅ		Ｌ	 0182-33-5924
ホームページ	 http://shiraumenoko.jp

相愛保育園� 保 園のPR◎丈夫な身体と遊
びや体験を通して豊かな感
性を養えるよう、MSや石井
式国語教育・英話教室を行
い、また循環する命につい
ての食育活動に取り組み感
謝の心を育んでいます。

代表者名	 園長　萱森　幹子
設立年月	 昭和27年10月1日
園		児		数	 120名
職		員		数	 25名（男性：4名、女性：21名）
経営主体	 社会福祉法人	相和会
所		在		地	 〒013-0061　横手市横手町字五の口9
Ｔ		Ｅ		Ｌ	 0182-236-1334
ホームページ	 http://www.soaihoikuen.com

樽見内保育園� 保 園のPR◎法人の運営方針であ
る「子ども達に親しまれ　親と共に
育ち合う保育に根差し地域社会に
信頼・愛される保育園であること」を
基本として、地域社会と一緒になっ
て子育てをしております。また、3番
目の保育園である横手市雄物川地
域に雄物川保育園（新設・定員80名）
が、平成28年4月に開園予定です。

代表者名	 園長	武藤　吉克
設立年月	 昭和38年4月（認可保育所）　昭和41年9月（社会福祉法人認可）
園		児		数	 70名（60名定員）
職		員		数	 19名（男性：2名、女性：17名）
経営主体	 社会福祉法人	育童会
所		在		地	 〒013-0104　横手市平鹿町樽見内字扇田65番地
Ｔ		Ｅ		Ｌ	 0182-24-1305
ホームページ	 http://www.ans.co.jp/u/ikudoukai/taruminai/

和光保育園� 保 園のPR◎自然環境に恵ま
れ、四季を通して戸外活動
を中心に思う存分遊んでい
ます。
一人一人の子どもが生き生
きとして輝き、笑顔にあふ
れています。

代表者名	 園長　伊藤　ルミ子
設立年月	 昭和29年4月1日
園		児		数	 46名
職		員		数	 15名（男性：1名、女性：14名）
経営主体	 社会福祉法人	相和会
所		在		地	 〒013-0824　横手市下境字関合114-6
Ｔ		Ｅ		Ｌ	 0182-36-1221
ホームページ	

醍醐保育園� 保 園のPR◎法人の運営方針であ
る「子ども達に親しまれ　親と共に
育ち合う保育に根差し地域社会に
信頼・愛される保育園であること」を
基本として、地域社会と一緒になっ
て子育てをしております。また、3番
目の保育園である横手市雄物川地
域に雄物川保育園（新設・定員80名）
が、平成28年4月に開園予定です。

代表者名	 園長　畠山　柳子
設立年月	 平成14年4月（認可保育所）　昭和41年9月（社会福祉法人認可）
園		児		数	 107名（定員110名）
職		員		数	 28名（男性：1名、女性：27名）（子育て支援担当含む）
	 （その他放課後児童クラブ指導員6名）
経営主体	 社会福祉法人	育童会
所		在		地	 〒013-0102　横手市平鹿町醍醐字四ツ屋76番地
Ｔ		Ｅ		Ｌ	 0182-56-0155
ホームページ	 http://www.ans.co.jp/u/ikudoukai/daigo/
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明照保育園�� 保 園のPR◎一人一人の個性
を大切に、それぞれの発達
に見合った保育に努めてい
ます。特色としてマーチン
グ活動を行っています。熱
意と向上心がある方、是非、
共にがんばりましょう！

代表者名	 園長　津村　侑弥
設立年月	 昭和31年9月
園		児		数	 133名
職		員		数	 32名（男性：4名、女性：28名）
経営主体	 社会福祉法人	明照福祉会
所		在		地	 〒013-0038　横手市前郷一番町4-4
Ｔ		Ｅ		Ｌ	 0182-32-7388
ホームページ	 http://www.kidslink.jp/meisyou-hoikuen/

横手マリア園� 保 園のPR◎カトリックの精
神を基本として「暖かいふ
れあいの中で育つ子ども」
をモットーに乳幼児の福祉
と教育の向上に貢献すべ
く、日々努力を重ねており
ます。

代表者名	 理事長・園長　オマン・マルチヌス神父
設立年月	 昭和5年5月12日
園		児		数	 60名
職		員		数	 15名（男性：2名、女性：13名）
経営主体	 社会福祉法人	秋田聖友会
所		在		地	 〒013-0025　横手市寿町7-25
Ｔ		Ｅ		Ｌ	 0182-32-5159
ホームページ	 http：//www.yokote-maria-en.jp/

むつみ保育園�� 保 園のPR◎
●�完全手作り給食。年長児
の味噌作り。
●�異年齢保育。年長児2泊3
日のキャンプ。
●�性教育講座。セカンドス
テップ。
●�トトロをイメージした園舎
や園庭で活動しています。

代表者名	 園長　髙橋　瑠里子
設立年月	 昭和28年4月
園		児		数	 94名
職		員		数	 14名（男性：1名、女性：13名）
経営主体	 社会福祉法人	睦福祉会
所		在		地	 〒013-0064　横手市赤坂字仁坂105-20
Ｔ		Ｅ		Ｌ	 0182-33-2777
ホームページ	 http://mutsumi-hoikuen.ed.jp

幼保連携型認定こども園�あおぞらこども園� 認 園のPR◎今年度から幼保
連携型認定こども園になり
ました。「あそびたい！」と
いう欲求が沸き起こり、満
たされる環境作りや意欲と
人とかかわる力、想像力、健
康な体を育てる保育を探求
しています。

代表者名	 園長　菊子　恵美
設立年月	 平成13年3月
園		児		数	 149名
職		員		数	 36名（男性：5名、女性：31名）
経営主体	 社会福祉法人	いなかわ福祉会
所		在		地	 〒012-0106　湯沢市三梨町字古三梨155番地
Ｔ		Ｅ		Ｌ	 0183-42-3117
ホームページ	 い	な	か	わ	福	祉	会　http://www.inakawa-fukushi.or.jp

むつみ乳児保育園�� 保 園のPR◎
●0歳児、1歳児だけの保育園。
●完全手作り給食。
●�天然の秋田杉をふんだんに
使った保育室は木の香りで
一杯

●�トーマスをイメージした園
舎と広い園庭で遊びを楽し
んでいます。

代表者名	 園長　味水　智子
設立年月	 平成25年2月
園		児		数	 24名
職		員		数	 14名（男性：0名、女性：14名）
経営主体	 社会福祉法人	睦福祉会
所		在		地	 〒013-0064　横手市赤坂字仁坂105-27
Ｔ		Ｅ		Ｌ	 0182-38-8020
ホームページ	 http://mutsumi-hoikuen.ed.jp

駒形保育園�� 保 園のPR◎3歳以上児の異
年齢保育を行っています。
地域の皆さんとのつながり
が強い保育園です♪「今日
保育園楽しかった♡」と子
ども達が笑顔で過ごせる保
育を目指しています！

代表者名	 園長　佐藤　佳子
設立年月	 昭和57年4月
園		児		数	 49名
職		員		数	 17名（男性：2名、女性：15名）
経営主体	 社会福祉法人	いなかわ福祉会
所		在		地	 〒012-0104　湯沢市駒形町字八面狐塚58
Ｔ		Ｅ		Ｌ	 0183-42-2223
ホームページ	 いなかわ福祉会　http://www.inakawa-fukushi.or.jp/
	 駒		形		保		育		園　http://www.inakawa-fukushi.or.jp/komagata/index.cfm
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秋田赤十字乳児院� 施 園のPR◎赤十字精神のも
と、子どもたちの権利擁護
と最善の利益を守り、愛情
のこもった養育環境を提供
する施設です。やる気、元気
モリモリの学生さんをお待
ちしています！

代表者名	 院長　保坂　美貴子
設立年月	 昭和24年8月1日
園		児		数	 25名
職		員		数	 35名（男性：5名、女性：30名）
経営主体	 日本赤十字社支部
所		在		地	 〒010-0041　秋田市広面字釣瓶町100-3
Ｔ		Ｅ		Ｌ	 018-884-1760
ホームページ	 http://www.akita.jrc.or.jp/nyujiin/

児童養護施設�感恩講児童保育院� 施 園のPR◎子どもたちにとっ
て将来の社会生活がより充
実したものとなるよう、そ
の自立を願い、子どもの「最
善の利益」を常に基本にお
いています。

代表者名	 理事長　那波　三郎右衛門
設立年月	 感恩講	1829年（文政12年）　感恩講児童保育院	1905年（明治38年）　認可年	1952年（昭和28年）
園		児		数	 44名
職		員		数	 31名（男性：6名、女性：25名）
経営主体	 社会福祉法人	感恩講
所		在		地	 〒011-0095　秋田市寺内神屋敷2番1号
Ｔ		Ｅ		Ｌ	 018-845-0483
ホームページ	 http://www.kanonko.jp/

児童養護施設�聖園天使園� 施 園のPR◎聖園天使園は児
童養護施設です。カトリッ
クの精神を基盤として、子
どもたちが正しい道徳心を
養い、個性を伸ばし、明るく
健全な社会人となれるよう
に支援しています。

代表者名	 園長　山田　友子
設立年月	 大正11年8月15日
園		児		数	 52名
職		員		数	 42名（男性：9名、女性：33名）
経営主体	 社会福祉法人	みその
所		在		地	 〒010-0911　秋田市保戸野すわ町1-58
Ｔ		Ｅ		Ｌ	 018-823-2696
ホームページ	 https://www.misono-f.com/index.html

障害児入所施設�若竹学園� 施 園のPR◎利用者の人格と
個性を尊重し、細心の注意
と深い愛情をもって療育支
援を行い、将来各児童が自
己の能力や特性に応じた社
会生活を営むことができる
ことを目指します。

代表者名	 施設長　星野　健一
設立年月	 昭和37年4月1日
園		児		数	 32名
職		員		数	 21名（男性：11名、女性：10名）
経営主体	 社会福祉法人	厚生協会
所		在		地	 〒010-0044　秋田市横森二丁目24-7
	 ＊平成27年10月、秋田市御所野地区へ移転予定
Ｔ		Ｅ		Ｌ	 018-832-3484
ホームページ	 （法人）http://www.akitaken-kouseikyoukai.jp/

MEMO
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