
1011 広報こまつ［2019.10］

◆認定こども園

受付期間　10月1日（火）～31日（木）　※期間を過ぎても

随時受け付けします。

受付時間　月～金曜日　8時～17時、土曜日　8時～12時

30分　※認定こども園・保育所（以下「こども園など」）に

よって受付時間が異なる場合があります。

申込方法　各こども園などにある入所申込書に必要事項

を記入し、入所希望のこども園などに提出。

※勤務の都合などで小松市以外の入所を希望する場合は、

こども家庭課に提出してください（平日のみ）。

◆保育所

◆幼稚園

受付開始　10月1日（火）から

申込方法　小松大谷幼稚園に願書を提出 

※金野保育所と瀬領保育所は、統合について現在協議しています。

令和2年度

認定こども園・保育所・
幼稚園の入所受け付け

詳しい情報はこちらから→

　保育所は、保護者が仕事や病気、出産などの理由

により、家庭で保育することができない場合に保護

者に代わって保育する施設です。一方、幼稚園は小

学校に入学する前の準備として幼児教育を行う施設

です。その保育所と幼稚園の機能が一つになった施

設が認定こども園です。

問い合わせ　各認定こども園・保育所・幼稚園、こども家庭課　☎24・8054
問い合わせ　福祉ふれあいフェスティバル実行委員会（ふれあい福祉課内）　☎24・8052

無料シャトルバス運行時間

とき　10月27日（日）10時～14時30分　　ところ　こまつドーム

　障がいや世代、国籍に関わらず多くの人が集い、様々な体験を通してお互いの理解を深める催しです。

福祉体験・展示

　　　　多文化体験

ステージパラスポーツ体験

　宮島徹也選手と一緒に車いすバス

ケットを体験して

みよう！

　 ボ ッチャや ブ

ラインドサッカー

など、普段体験で

き な い 種 目に も

挑戦しよう。

クイズラリー・

　　スタンプラリー

　クイズラリー、スタンプラリーを

しながら色々な体験をしてみよう！

飲食・小物の販売もあります。

消防フェスタ

　煙避難体験や火災警報機ゲームに

挑戦しよう。子供たちに大人気のミ

ニ 救 急 車 、ド

ローン飛行デモ

ンストレーショ

ンもあります。

　手話パフォーマンスや園児によるス

テージなど。13時からは、スポーツ義

足のスペシャリスト臼井二美男さんに

よるトークショーを行い

ます。

小松ゆるスポーツランド2019

同時開催

　手話・点訳体験、福祉用具の展示

に加え、外国人と触れ合う多文化体

験ができます。

　誰もが楽しめるご当地ゆるスポー

ツのほか、障がい者スポーツのロー

ラーシットス

キーなども体

験できます。

フードシェア

　家庭に眠っている食料品をお持ち

ください。集めて、必要な人に届け

る活動をしています。

▼手話体験
うどーりんぐ ▼

入場無料

福祉ふれあいフェスティバル
in こまつ2019

第
４
回

施設名 定員 所在地 電話番号

私
　
立

大和こども園 275 大和町102 22・0339

あたか認定こども園 125 安宅町ヨ132 21・0287

せんだいこども園 70 千代町甲8-1 22・3362

白江こども未来園 95 白江町タ110-1 22・5508

今江こども園 240 今江町6-136 21・0292

すえさみこども園 95 日末町ニ111-3 44・2074

粟津こども園 155 符津町ワ18 44・2592

粟津温泉こども園 65 井口町チ49-1 65・1580

こばと第2こども園 215 上小松町乙45 21・0173

あおば保育園 210 沖町484 21・3141

南陽幼保園 60 南陽町1-121 65・2288

河田保育園 150 河田町子101 47・0305

よしたけこども園 330 吉竹町ぬ47 24・6763

松陽こども園 170 大領中町1-171 22・0076

舟見ヶ丘保幼園 240 河田町甲52-1 47・2732

木場こども園 90 木場町ハ46 43・0098

月津こども園 145 月津町め57 44・3020

矢田野こども園 114 下粟津町サ1 44・2590

ひかりっこ 120 川辺町1-61 22・7353

のしろこども園 200 北浅井町1号25 22・2142

あらやこども園 120 荒屋町丁20-1 25・1131

御幸保育園 160 串町北328 44・2024

牧こども園 140 下牧町ニ35 21・7292

白嶺幼稚園 210 島町ニ2 44・5215

聖テレジア幼稚園 105 浜田町ロ42-2 21・6684

白楊幼稚園 220 小馬出町131 22・8532

わかばにしかるみ
こども園

75 西軽海町1-43 47・0319

聖愛幼稚園 65 本町三丁目13-1 22・6087

なかよし幼稚園 45 大領町そ16-2 48・7422

中海こども園 105 軽海町ノ16-4 46・6013

蓮代寺こども園 120 蓮代寺町ハ丙100 46・6997

ちこう 198 細工町30 24・2892

公
　
立

やたの認定こども園
あおぞら

95 矢田野町ヨ79 44・2597

認定こども園
だいいち

150 八幡庚27 47・0684

施設名 定員 所在地 電話番号

私
立

こばと保育園 120 上小松町乙62 21・0173

犬丸保育園 90 蛭川町甲476 21・5897

公
　
立

那谷保育所 30 那谷町14-2-14 65・1720

金野保育所※ 50 大野町子31 41・1230

瀬領保育所※ 35 瀬領町甲164 46・1539

施設名 定員 所在地 電話番号

小松大谷幼稚園 210 丸の内町一丁目54-3 22・3694

【Ａコース】行き

板津地区体育館
サイエンス

ヒルズこまつ
JR粟津駅 こまつドーム

  9：30   9：40 10：00 10：10

10：30 10：40 11：00 11：10

11：50 12：00 12：20 12：30

【Ｂコース】行き

西盛友堂前 第一コミセン
南加賀公設

地方卸売市場
こまつドーム

  9：30   9：45   9：55 10：10

10：30 10：45 10：55 11：10

11：50 12：05 12：15 12：30

【Ａコース】帰り

こまつドーム JR粟津駅
サイエンス

ヒルズこまつ
板津地区体育館

11：10 11：20 11：40 11：50

13：30 13：40 14：00 14：10

14：40 14：50 15：10 15：20

【Ｂコース】帰り

こまつドーム
南加賀公設

地方卸売市場
第一コミセン 西盛友堂前

11：10 11：25 11：35 11：50

13：30 13：45 13：55 14：10

14：40 14：55 15：05 15：20


