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平成20年度　一時保育実施園一覧（私立）
平成20年10月6日現在

地域 保　育　園　名 備考 住　　　　　　　所 電話番号 地域 保　育　園　名 備考 住　　　　　　　所 電話番号

中
　
　
央

愛光幼児園 △ 熊本市新大江2丁目10-25 096-364-0134

南
　
　
　
部

第二桜ヶ丘保育園 熊本市世安町567-3 096-354-6679

ひまわり保育園 △ 熊本市新大江1丁目7-39 096-364-7649 大光保育園 熊本市画図町所島755-3 096-378-6538

天使の園保育園 △ 熊本市渡鹿1丁目17-52 096-364-0352 なぎさ保育園 熊本市江津1丁目7-25 096-366-6875

ひかり幼児園 ★ 熊本市大江2丁目3-2 096-364-1073 出仲間保育園 ★ 熊本市出仲間3丁目1-11 096-379-0746

つぼみ保育園 熊本市国府本町12-73 096-366-2577 田迎保育園 熊本市良町1丁目22-1 096-378-3167

きよめ保育園 熊本市国府2丁目6-24 096-362-1061 御幸こばと保育園 熊本市御幸笛田7丁目15-30 096-378-3283

くほんじ保育園 熊本市八王子町51-35 096-362-0921 リズム幼育園 熊本市御幸笛田３丁目12-1 096-379-3776

出水南保育園 熊本市出水6丁目15-21 096-378-8097 旭保育園 熊本市近見6丁目11-11 096-352-3940

木の実保育園 熊本市西原2丁目20-14 096-382-2551 日吉保育園 ★ 熊本市十禅寺2丁目9-1 096-324-7918

わらべ保育園 熊本市新南部２丁目2-50 096-384-0013 力合さくら保育園 熊本市合志3丁目6-26 096-357-9616

帯山のぎく保育園 熊本市帯山4丁目50-17 096-381-2575 森下保育園 熊本市南高江1丁目11-126 096-357-8841

北
　
　
部

さつきヶ丘保育園 熊本市龍田1丁目4-30 096-339-2666 第二森下保育園 熊本市近見７丁目12-33 096-324-2514

たつだ保育園 ★ 熊本市龍田弓削2-7-100 096-339-4946 こじか保育園 熊本市南高江７丁目9-30 096-357-2555

くすの実保育園 熊本市楠4丁目3-15 096-338-0371 川尻保育園 熊本市川尻5丁目4-24 096-357-4560

武蔵ヶ丘保育園 熊本市武蔵ヶ丘5丁目15-8 096-339-1581 飽田東保育園 熊本市砂原町25 096-227-0111

あゆみ保育園 △ 熊本市武蔵ヶ丘1丁目4-32 096-339-5673 モロナイ保育園 熊本市八分字町618 096-227-1910

むつみ保育園 △ 熊本市楠1丁目15-16 096-338-6365 熊本藤富保育園 ★ 熊本市護藤町973 096-357-5622

清水ヶ丘保育園 熊本市兎谷１丁目3-84 096-345-0852 畠口みのり保育園 熊本市畠口町2137-2 096-227-2460

まんごく保育園 ★ 熊本市清水万石4丁目5-5 096-345-7423 リリー保育園 熊本市並建町839-1 096-227-0075

ひでみ保育園 熊本市鶴羽田町640 096-343-8096 中緑保育園 熊本市美登里町454 096-223-2380

こぐま保育園 熊本市四方寄町39-1 096-245-5333 銭塘保育園 熊本市銭塘町976-2 096-223-2247

北部中央保育園 熊本市西梶尾町535-3 096-245-0074 奥古閑保育園 熊本市奥古閑町1562-2 096-223-2613

東
　
　
　
部

さくらんぼ保育園 熊本市広木町29-35 096-365-4150 海路口保育園 熊本市海路口町617 096-223-1300

光輪保育園 熊本市沼山津4丁目8-29 096-369-4900 川口保育園 熊本市川口町1099-2 096-223-2893

せきれい保育園 熊本市健軍5丁目1-11 096-367-3614 浄法たから保育園 ★ 熊本市富合町小岩瀬686 096-357-6021

エンゼル保育園 ★ 熊本市佐土原1丁目22-20 096-367-0118 第一幼育園 ★ 熊本市富合町新256-１ 096-357-1245

第二エンゼル保育園 熊本市榎町3-10 096-365-6950 雁回まこと保育園 ★ 熊本市富合町木原1410-1 096-357-3678

ふわわ保育園 熊本市桜木1丁目11-21 096-367-8001

西
　
　
部

寺原保育園 熊本市坪井５丁目13-6 096-343-4941

ぎんなん保育園 熊本市京塚本町65-31 096-381-5579 シオン保育園 熊本市新町４丁目7-35 096-356-8184

やまびこ保育園 熊本市尾の上2丁目25-18 096-367-0403 報徳保育園 ★ 熊本市池田2丁目49-15 096-322-8577

ひばり保育園 熊本市山ノ内１丁目１番８７ 096-369-7921 こずえ保育園 熊本市八島町728-8 096-323-2285

帯山保育園 ★ 熊本市月出2丁目4-27 096-384-0922 城高保育園 熊本市城山大塘2丁目1-24 096-329-8107

月出保育園 熊本市月出６丁目3-5 096-382-5657 松尾保育園 熊本市松尾町上松尾4971 096-329-1250

やまなみ保育園 ★ 熊本市戸島西2丁目3-50 096-369-0375 有明保育園 熊本市小島下町4223 096-329-7889

二岡保育園 ★ 熊本市戸島3丁目11-62 096-380-2252 かおる保育園 熊本市中島町２０５６－２ 096-329-2525

小山保育園 熊本市小山町942 096-380-2116 たちばな保育園 熊本市河内町河内2192 096-276-1481

おぜき保育園 熊本市下南部2丁目2-123 096-388-1148 やまばと保育園 熊本市河内町野出1410-25 096-277-2404

つばめ保育園 熊本市長嶺南7丁目7-15 096-380-6635 芳野保育園 熊本市河内町岳880 096-277-2036

木の葉保育園 熊本市石原町440-1 096-380-5225 備考欄について・・・★ 印は補助事業で実施。 △ 印は育児休業で退園した方のみ利用可。



平成２０年度　一時保育実施園一覧（熊本市立）

平成２０年１０月６日現在

地域 保育園名 備考 住　　　所 電話番号

中央

 本荘保育園 本荘６丁目１６－２４ 096-364-4509

 白山保育園 白山２丁目１２－３ 096-364-4815

 城東保育園 水道町６－１５ 096-352-4644

 大江保育園 大江６丁目１－５０ 096-364-2090

北部

 清水保育園 清水本町１３－７ 096-343-6983

 黒髪乳児保育園 黒髪２丁目３６－３３ 096-343-5017

 麻生田保育園 麻生田４丁目１０－２３ 096-339-4197

 梶尾保育園 梶尾町３３７－１ 096-245-0063

 西里保育園 硯川町１１３３ 096-245-0062

 五丁保育園 貢町６６２－１ 096-245-2783

東部
 京塚保育園 尾ノ上３丁目１３－２６ 096-381-5784

 健軍保育園 健軍２丁目１２－１７ 096-368-3053

南部  幸田保育園 良町２丁目５－１ 096-378-7674

西部

 横手保育園 横手２丁目１－１１ 096-352-4925

 京町台保育園 池田１丁目２－１ 096-352-6280

 池上保育園 池上町１２２６－１ 096-329-0344

 小島保育園 小島７丁目６－７ 096-329-7250 ＜＜関連サイト＞＞

 春日保育園 春日３丁目７－１２ 096-352-6953 ★熊本市子育て支援ホームページ（別サイトにリンクします）

 中島保育園 沖新町６７５ 096-329-7309

☆熊本地方裁判所からのお知らせ☆

　小さなお子さんがいらっしゃる方で，他に面倒を見て
くれる人がいないなど，裁判員に選ばれるとお子さんの
養育に支障が生じる候補者の方は，辞退の申し出をする
ことができます。

　しかし，子供を預けることができるのであれば，裁判
員として裁判に参加したいとお考えの方のために，裁判
員選任手続の間及び裁判員としての仕事をしていただく
間，熊本市子ども未来局　子ども支援部　保育幼稚園課
（０９６－３２８－２３０３）において，お子さんをお
預かりすることができる施設を御紹介する予定です。

　なお，熊本市役所を介することなく，利用者が直接各
保育所に問い合わせることもできます。

～～御利用の際には，
　  　必ず事前に各保育所へお問い合わせください～～

http://www.city.kumamoto.kumamoto.jp/kosodateshien/
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