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○保育園の問い合わせ先　本庁舎こども課☎�1111　内273４／各庁舎教育振興課　表郷☎�4782　大信☎�3976　東☎�3146 ○児童クラブの問い合わせ先　本庁舎こども課☎�1111　内2733／各庁舎教育振興課　表郷☎�4782　大信☎�3976　東☎�3146

　平成23年４月から保育園に入園する園
児を募集します。入園を希望する保護者
の方は、下記のとおりお申し込みくださ
い。
◦対　　象　市内にお住まいで、保護者

の就労や病気などの理由で
家庭内の保育が困難な児童。

◦受付期間　新規申込　12月６日㈪～24
日㈮（土・日・祝日を除く）

◦受付場所　右表のとおり　
◦提出書類　保育園入園申込書、就労証

明書、源泉徴収票または確
定申告書の写し

※申込書は、11月24日㈬より本庁舎こ
ども課（１階）及び各庁舎教育振興
課で配布します。

◦入園承諾　入園審査会で審査し、平成
23年２月末までに通知しま
す。

◦保 育 料　保護者の課税状況により決
定し、平成23年３月末まで
に通知します。

◦入園予約　育児休業明けの職場復帰が
スムーズにできるよう、入
園の予約も受け付けます。
本庁舎こども課または各庁
舎教育振興課にお問い合わ
せください。

※現在入園されている方も、継続の申
し込みが必要です。継続申込は、12
月６日㈪から20日㈪まで各保育園で
受け付けします。

≪新設予定≫

※新設予定の保育園は、平成23年４月１日開園予定です。

※１ 午前７時30分から午後１時まで実施　※２ 午前８時30分から正午まで実施

児童館・児童クラブ 定員 所在地・電話番号 対象小学校 受付場所

第一児童館チャイルド児童クラブ 60人 向新蔵112　　　 ☎�0907 白一小 第一児童館

第二児童館なかよし児童クラブ 60人 昭和町69－13　  ☎�3380 白二小 第二児童館

みさか小児童クラブ 60人 みさか二丁目120 ☎�1320 みさか小

本庁舎こど
も課（新規）

各児童クラ
ブ（継続）

白三小児童クラブ   45人 寺小路64－2　　 ☎�2340 白三小

にこにこ児童クラブ 30人 関川窪15－3　 　☎㉗6111 白三小

しらさか児童クラブ 40人 白坂陣場202　　 ☎�3974 白五小

おおぬま児童クラブ 40人 久田野城内31　   ☎�4262 白四小

関辺小児童クラブ   40人 関辺松並26         ☎�2585 関辺小

五箇小児童クラブ   40人 田島165－2　　  ☎�2875 五箇小

こたがわ児童クラブ 40人 泉田大久保88　　☎�6586 小田川小

表郷小児童クラブ   40人 表郷金山字瀬戸原108☎�2509 表郷小 表 郷 庁 舎
教育振興課

信夫一小児童クラブ 30人 大信中新城字愛宕山108－1☎�2230 信夫一小
大 信 庁 舎
教育振興課信夫二小児童クラブ 30人 大信増見字中沢10☎�2585 信夫二小

大屋小児童クラブ   20人 大信下小屋字西宿85☎�3824 大屋小

かまこ児童クラブ   50人 東釜子字田町18　☎�2118 釜子小 東 庁 舎
教育振興課小野田小児童クラブ 30人 東下野出島字髪内195 ☎�1150 小野田小

認

可

保育園名 定員 所在地・電話番号 保育年齢 保育時間
（乳児保育時間）

土曜
一日 受付場所

さくら保育園 90人 会津町24-7　　
　  　☎�2269

生後６か月以
上経過～就学
前

７：30～
　18：00 ※１

本庁舎こど
も課（新規）

ひまわり保育園 90人 栄町55
　  　☎㉗2863

７：30～
　18：00 ※１

わかば保育園 150人 北中川原8-1
　　  ☎�2594

７：30～
　18：00

○
満２歳
以　上

白河みのり保育園 89人 新白河二丁目162
　　  ☎�2160

７：00～
　19：00
（7：45～
　17：45）

○
満２歳
以　上

白 河 保 育 園 60人 日向2　　 　 
　　  ☎�2306

７：00～
　19：00
（7：45～
　17：45）

○
満２歳
以　上

こどもの園保育園 137人 郭内1-171　     
　　  ☎�2058

７：00～
　19：00 ○

おもてごう保育園 50人 表郷番沢字成金142           
　　  ☎�2300

７：30～
　18：45 ○ 表 郷 庁 舎

教育振興課

たいしん保育園 50人 大信町屋字道目木８
　  　☎�2280

生後６か月以
上経過～満３
歳到達後最初
の年度末

７：30～
　 18：00 ○ 大 信 庁 舎

教育振興課

ひがし保育園 55人 東釜子字枇杷山141
　　  ☎�3643

７：30～
　 18：00 ○ 東 庁 舎

教育振興課
認
可
外

関の森保育園 40人 旗宿町尻105-1 
　         ☎�4391

満３歳～就学前（旗
宿地区の方のみ）

８：30～
　 16：30 ※２ 本庁舎こど

も課（新規）

認
可

こどもの園西
保育園（仮称） 84人 南登り町15 　         

　　　  ☎㉗1662
生後６か月以
上経過～就学
前

７：00～
　 18：30 ○

本庁舎こど
も課（新規）丘の上保育園

（仮称） 60人 立石山10-14 　         
　　　  ☎㉗3363

生後６か月以上経
過～満３歳到達後
最初の年度末

７：00～
　19：00 ○

　平成23年４月から児童館・児童クラブに入会
する児童を募集します。入会を希望する保護者の
方は、下記のとおりお申し込みください。
◦対　　象　市内の小学校に通う小学１年から３

年で、父母及び同居の祖父母が就労
などの理由で、放課後に留守家庭に
なる児童。

◦受付期間　12月６日㈪～24日㈮（土・日・祝日
を除く。なお、児童館の申し込みは、
土曜日の午前中も受け付けします）

◦受付場所　右表のとおり　
◦提出書類　児童クラブ入会申込書、就労証明書、

理由書、生活指導申込書（児童館の
み）

※申込書等は、11月24日㈬より本庁舎こども
課（１階）及び各庁舎教育振興課、各児童館
・児童クラブで配布します。

※就労証明書の作成には勤務先により日数を要
する場合がありますので、ご注意ください。

※現在入会されている方も、継続の申し込みが
必要です。各児童クラブで受け付けします。

なお、本庁舎管内の申し込みで、今回新規
申し込みの児童と継続の児童がいる場合は、
継続児も一緒に本庁舎こども課で受け付けし
ます。

◦入会決定通知　入会審査会で審査し、平成23年２月
末までに通知します。

□児童館・児童クラブ入会児童

□保育園入園児 　今月号では、平成23年４月から児童館・児童クラブに入
会する児童及び保育園に入園する園児の募集についてお知
らせします。


