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子ども食堂及び異世代交流事業

キッズカフェ BUONOUNO



事業内保育園

パレット保育園

住所 愛知県刈谷市東境町大池27番地1
名鉄バス ハイウェイバス西口 徒歩1分

TEL 0566-36-6333

FAX 0566-36-5333

MAIL kariya_palette_preschool@egaosakuoka.org

定員

０歳児 9名

１・2歳児 12名

3歳児 3名

4・5歳児 6名

保育時間 7：00～20：00

保育料

０歳児 39,000円

１・2歳児 38,000円

3～5歳児 37,000円

パレット保育園は、無償化対象園です。３～５歳児の利用料（月
37,000円まで）が軽減されます。住民税非課税世帯は、0～２歳児
においても対象となります（月42,000円まで）。

Information

運動遊び
０歳から５歳まで、発

達に合わせて身体を

動かした遊びを行い、

子どもたちの身体能力

を高めていきます。

音楽
歌を通して四季を感じ

たり、リズム遊びの中

で、体を使って表現す

る楽しさを大切にしま

す。

絵本
語彙力や想像力、集中

力など将来の育ちに欠

かせないものを獲得

し、感受性を豊かにし

ていきます。

給食
栄養士がバランスのと

れた献立を作成し、一

汁三菜以上を目指し

ていきます。

幼老連携福祉施設
おじいちゃん、おばあ

ちゃんとの交流を深

め、社会性や思いやる

気持ちを身につけてい

きます。

パレット保育園の特徴

名古屋市小規模保育事業所

すまいるなみき保育室

Information

住所 名古屋市中村区並木２丁目309番地
近鉄名古屋線 八田駅より徒歩5分

TEL 052-888-9401

FAX 052-888-1328

MAIL smile-namiki-preschool@egaosakuoka.org

定員

０歳児 ６名

１歳児 ６名

２歳児 ７名

保育時間 7：30～1８：30

保育料 名古屋市の規定に準ずる

持ち物や行事参加は保護者の負担の無いよう極力減らし
ています。
卒園児が優先的に連携保育園、幼稚園に入園できるよう
連携園契約を多数結んでいます。

保 育
一人ひとりの発達に寄り添
い、その子の人権を尊重し
ていきます。
子どもがやってみたいとい
う環境を用意し、自発的に
取り組む育ちを目指してい
きます。
多くの本物に触れ、豊かな
経験の機会を増やしてい
きます。

保護者との連携
お仕事へ負担を減らすた
め参加行事は、極力少なく
しています。送迎時、連絡
帳、個別面談等、保護者の
方々と、子どもの育ちや発
達が日々共有できるような
機会を設けています。

食 育
素材そのものの美味しさを
味わえるよう薄味で味覚を
育てていきます。味だけで
なく目で楽しんだり、栄養
士が季節や行事に合わせ
た献立を考え、五感も育て
ていきます。食物アレルギ
ーのある場合は、医師の指
導に基づき相談の上、可能
な範囲で除去対応させて
いただきます。

わらべうた
歌声に反応し体を動かす
事で、身体バランスやリズ
ム感が養われます。また言
葉や数を身につけ、コミュ
ケーション能力が育つよう
遊びや生活の中で取り入
れていきます。

絵 本
発達に合わせて読み聞か
せます。さまざま言葉を覚
え、語彙も豊富に表現も豊
かになっていきます。養わ
れた想像力から興味も広
がってきます。そんな育ち
ができるよう絵本とお子様
を繋げていきたいと思いま
す。

地域との連携
地域施設、行政と連携し
豊かな人間関係を築い
ていきます。
法人内の保育事業として
夏祭り・マルシェなど地
域行事に参加することも
可能です。

すまいるなみき保育室の特徴

NPO法人えがお咲く丘の保育理念

子育てに関わる

全ての保護者の

支援や成長を支える

生きる力を育てるために、

その子らしさを大切に

無限の可能性を引き出し、

育ちを支える

地域と共に生き、

育てあい、

そして、愛される保育園

子ども理念 保護者理念 地域理念



長久手くるみ保育園の特徴Information

住所 愛知県長久手市下山3-1
地下鉄東山線 藤が丘駅より徒歩8分

TEL 0561-56-0963

FAX 0561-56-3963

MAIL n.kurumi@egaosakuoka.org

定員

０歳児 3名

１歳児 3名

２歳児 ６名

保育時間 7：30～20：30

保育料
０歳児 38,000円（地域枠）

29,000円（企業枠）

１・２歳児 37,000円（地域枠）
28,000円（企業枠）

長久手くるみ保育園と連携して、従業員様の仕事と子育て
の両立を支援してみませんか？人材確保や企業イメージアップ
などにつながります。

企業主導型保育園

長久手くるみ保育園

運動遊び大好き
天気の良い日は、近くの公園で自然に触れ合いながら元気よく遊びま
す。雨の日は、室内でマットや平均台、ボールプールなどで運動遊びを
楽しみます。

歯科と連携した歯科・食育指導
併設の『くるみ歯科こども歯科』と協力して、歯磨き指導や、食べるこ
とへの興味を育む食育活動を行います。

地域とつながるえがおの輪
地域施設や、地域の活動行事への参加、近隣の畑での体験学習など、地
域の方との触れ合いを通じて、人と交流する喜びを大切にします。

おいしく、たのしい食事で元気いっぱい
栄養士が考えた献立を元に、新鮮な食材を使い、栄養バランスの摂れた
給食を提供します。

③食育
食育活動に力を入れてお
り、クッキング活動や野菜
作りを行います。

⑤子育て支援
定期的に子育てサロンを
開催し、地域の子育て世
帯とのつながりを深めま
す。

企業主導型保育園

スマイル奏保育園いわつか

住所 名古屋市中村区岩塚町３－146
地下鉄東山線 岩塚駅より徒歩8分

TEL 052-412-8993

FAX 052-413-8993

MAIL smile_kanade_iwatsuka@egaosakuoka.org

定員

０歳児 4名

１歳児 7名

2歳児 14名

3～5歳児 ６名

保育時間 7：00～20：00

保育料 ０歳児 37,100円（地域枠）
28,000円（企業枠）

1・2歳児 37,000円（地域枠）
28,000円（企業枠）

3～5歳児 0円（地域枠）
0円（企業枠）

幼児クラスは無償化対象となりますが、３歳児4400円、4～
5歳児4500円（おやつ代含む）の給食費が必要となります。

Information

①音楽
奏の由来を大切にし、音
楽を取り入れながらリズム
遊びをします。

②給食
給食は栄養士がバランス
のとれた献立を作成し、
一汁三菜以上を目指し
ます。

④絵本
子どもたちが絵本に興味
が持てるような環境を作
り、遊びの中で絵本の大
切さを伝えます。

スマイル奏保育園いわつかが
大切にしている５つのこと

アフタースクールクラブ

スマイルサンフラワー高畑

住所
名古屋市中川区高畑1-200 Casa Lucia
※地下鉄東山線 高畑駅より徒歩５分

TEL 052-750-1802

FAX 052-890-3852

MAIL sunflower_takabata@egaosakuoka.org

定員
3～5歳児 3名

小学１～６年生 10名

保育時間 8：00～19：00

保育料

3～5歳児 月37,000円

小学1～6年生 月4,500円～

スマイルサンフラワー高畑は、無償化対象園です。
３～５歳児の利用料（月37,000円まで）が軽減されます。

★家庭的な環境★

少人数制を採用し、学校終了後、
子どもたちが安心して、ほっとで
き、のんびりと過ごせる居場所を
提供します。

★子ども主体の活動★

遊びからも様々なことを学べま
す。スマイルサンフラワー高畑で
は、遊びの時間も大切にてしま
す。楽しいイベントや行事も行っ
ています。

★宿題支援★
スタッフが日々の宿題を見守り、
必要であれば、補助していきま
す。

★手作り給食★

栄養士が美味しさと栄養のバラン
スを考えたメニューを使用し、法
人内にて給食を作っています。

スマイルサンフラワー高畑の特徴Information

名古屋市小規模保育事業所

スマイルワンアカデミー高畑

住所
名古屋市中川区高畑２丁目６５番地
※地下鉄東山線 高畑駅より徒歩５分

TEL 052-750-1802

FAX 052-890-3852

MAIL soa_takabata@egaosakuoka.org

定員

０歳児 ２名

１~2歳児 4名

保育時間 7：30～18：30

保育料 名古屋市の規定に準ずる

持ち物や行事参加は保護者の負担の無いよう極力減らし
ています。
卒園児が優先的に連携保育園、幼稚園に入園できるよう
連携園契約を結んでいます。

★家庭的な保育★

小規模保育であるからこそ、子ど
も一人ひとりに向き合い、その子
の現在の心身発達面に合った丁
寧な保育を行っています。

★たくさんの活動★

外遊び、英語、食育活動、季節を
取り入れた製作活動、水遊び、ハ
ロウィン、クリスマスなど、年間を
通して、色々な活動を子どもたち
と行っています。

★手ぶら登園★

オムツ、午睡用布団、手拭きタオ
ル、給食用エプロンは、園にて提
供しています。保護者の方からの
金銭的負担はございません。

★手作り給食・おやつ★

栄養士が美味しさと栄養のバラン
スを考えたメニューを使用し、自
園にて給食を作っています。

スマイルワンアカデミー高畑の大切にしていることInformation


