Ⅵ．保育園・認定こども園・幼稚園・主な公園一覧
名

称

所在地

電話番号

定員

保育可能年齢

開所時間

バス送迎
○

近川保育園

奥内字近川8

０１７５－２６－２１１７

50

生後４ヶ月以降

7：００～１８：３０

並木保育園

南町９－３６

０１７５－２２－６５００

100

生後６ヶ月以降

７：００～１８：３０

海の子保育園

関根字前浜８－２

０１７５－２５－２９５５

70

生後６ヶ月以降

７：００～１８：３０

白百合保育園

下北町６－２２

０１７５－２２－３７０３

120

生後６ヶ月以降

７：００～１９：００

小川町第二白百合保育園

小川町一丁目１５－１３

０１７５－２２－１６８９

110

生後６ヶ月以降

７：００～１９：００

ゆきのこ保育園

旭町１－３０

０１７５－２４－４８４５

140

生後６ヶ月以降

７：００～１８：３０

大平保育園

大平町３９－６

０１７５－２４－２２９４

90

生後６ヶ月以降

７：００～１８：３０

柳町ひまわり保育園

柳町一丁目９－１３

０１７５－２２－１６５５

120

生後２ヶ月以降

７：００～１８：３０

苫生ひまわり保育園

新町４０－４

０１７５－２３－５２５２

120

生後２ヶ月以降

７：００～１８：３０

よしの保育園

緑町１７－８

０１７５－２２－４０１５

90

生後２ヶ月以降

７：００～１８：３０

エビナ保育園

川内町休所４２－１８５

０１７５－４２－２２１６

40

生後２ヶ月以降

７：００～１８：３０

あすなろ保育園

大畑町観音堂１１－３

０１７５－３４－２３３３

60

生後２ヶ月以降

７：１０～１８：４０

脇野沢保育園

脇野沢本村６５

０１７５－４４－２０１４

20

生後２ヶ月以降

７：１５～１８：１５

ナーサリーしらゆり

小川町一丁目１５－３１

０１７５－３３－３０１２

19

生後２ヶ月～２歳

７：００～１８：００

大畑中央保育園
（保育所型認定こども園）

大畑町中島４－６

０１７５－３４－５１００

90(15)

生後２ヶ月以降

７：００～１８：３０

希望の友保育園
（保育所型認定こども園）

大曲一丁目８－１２

０１７５－２２－６６３７

70(15)

生後３ヶ月以降

７：００～１８：００

認定こども園
こばと幼稚園

昭和町２３－２５

62

満３歳から

１０：００～１４：００

18

２歳から

８：００～１８：００

認定こども園
むつひまわり幼稚園

横迎町二丁目１４－５０

100

満３歳から

８：００～１４：００

76

生後２ヶ月以降

７：３０～１８：３０

90

満３歳から

50

１歳から

57

満３歳から

９：００～１５：００

15

１歳から

７：３０～１８：００

０１７５－２２－５０７０

０１７５－２２－１５３０

○

○

○

○
○

認定こども園
星美幼稚園

小川町一丁目１４ー３１

０１７５－２２－２２２３

認定こども園
こすもす幼稚園

大畑町兎沢１７－２２８

０１７５－３４－５２５５

大湊幼稚園

宇田町１２－５

０１７５－２４－２８３２

75

満３歳から

８：００～１７：３０

○

大湊カトリック幼稚園

大湊浜町２０－１７

０１７５－２４－１７２０

45

満３歳から

７：４５～１８：００

○

田名部カトリック幼稚園

新町１１－２８

０１７５－２２－２４９１

15

満３歳から

８：００～１４：００

○

あたご幼稚園

川内町川内８７

０１７５－４２－３６７３

25

満３歳から

８：００～１５：００

○

７：３０～１８：３０

○

○

※保育園・認定こども園への入園を希望される方は、子ども家庭課への申請が必要です。

名

称

所在地

遊具

施設

複合

ブランコ

滑り台

砂場

トイレ

○

○

○

金谷公園

金谷一丁目330-1

○

○

水源池公園

宇田町361

○

○（幼児用）

むつ運動公園

山田町43-1

○

○

早掛沼公園

大字田名部字小平舘の内尻釜
35-36

○

○

大畑中央公園

大畑町涌館地内

○

○

川内港緑地公園

川内町

愛宕山公園

脇野沢

○

○
○

○
○

○

○
○

12

近川保育園
所在地

〒035-0011 むつ市大字奥内字近川８

電話

0175-26-2117

FAX

0175-26-2117

〈保育目標〉健康で明るい子・ しつけのよい子
ものを大切にする子・思いやりのある子
・自然豊かな環境の中、地域交流、小学校、中学校、養護学校、老人施設との交流の
中でたくさんの人との関わりを持って成長できるように保育しております。
・日本太鼓指導を通じて、心と身を一つにし、みんなで力を合わせて一生懸命練習に
励み素晴らしい協調性を創り上げていこうとする心を育てます。
※ご希望の方にはバス送迎を実施し、家庭から保育園まで安全に通園できるように
努めております。

並木保育園
所在地

〒035-0046 むつ市南町９－３６

電

0175-22-6500

話

FAX

0175-22-7322

〈保育理念〉
・家庭や地域社会との連携を図り、保護者の協力の下に家庭養育の補完を行う。
・子どもが健康、安全で情緒の安定した生活ができる環境を用意し、自己を十分に発
揮しながら活動できるようにすることにより、健全な心身の発達を図る。
・養育と教育が一体となって、豊かな人間性を持った子どもを育成する。
・地域における子育て支援のために、乳幼児などの保育に関する相談に応じ、助言す
るなどの社会的役割を果たす。
〈保育方針〉
〈保育目標〉

「みんなはなかま ・ 元気で明るくすなおな子 」
元気に挨拶できる子・仲良く遊ぶやさしい子・物を大切にする子
最後までがんばる子・何でも食べる丈夫な子

海の子保育園
所在地

〒035-0022 むつ市大字関根字前浜８－２

電

0175-25-2955

話

FAX

0175-25-2955

当園のすぐ後ろが津軽海峡で、北海道を望むことができ、自然環境豊かな保育園です。
保育目標として、次の3つを掲げています。
・がんばる子
・いっぱいあそぶ子
・なかよくする子
この３つの目標に向かい、特に本園の特徴的なものとして、心と体を育てるための体操や日本太鼓
演奏に力を入れて、保育活動を行っています。また、この他に保育所保育指針の改訂の趣旨のひとつ
である「保育所保育における幼児教育の積極的な位置づけ」を意識し、小学校教育とスムーズに結び
つけられるように、外部からの指導者を招いての月2回の英語教室・読み聞かせの実施や、法人独自
で作成した教材を活用して行う「もじ・かずのおけいこ」にも力を入れています。もちろん、毎日欠
かさず行う運動や自由遊びなど、子どもたちの未来に向けた基礎作りや、心の成長を図ることを意識
した活動を実践しています。園児の送迎はキティバスで行うなど、就労に忙しいご家庭にできるだけ
の援助を行っています。

13

白百合保育園
所在地

〒035-0061

電

0175-22-3703

話

むつ市下北町６－２２
FAX

0175-22-4298

〈保育目標〉

１．健康でたくましい子
２．友だちとなかよくできる子
３．最後までがんばる子
・子どもたち一人ひとりの個性を大切にし、豊かな心を育みながら、子どもたちが安心して
楽しく「ほっと」できる温かい生活の場を目指していきます。
・子どもたちの声に耳を傾け気持ちを受け止めて、「ゆっくり」「はっきり」、そして穏や
かな会話と対応を、笑顔と愛情で接していく保育を心がけていきます。
当園では年長組（５歳児）と、年中組（４歳児）の子どもたちが、鼓隊（マーチング）に取り組んで
おり、鼓隊を通して“最後まで頑張る心”や“皆で力を合わせる心”が育まれるよう、日々の保育の中
でも取り入れております。詳細はホームページをご覧下さい。

小川町第二白百合保育園
所在地

〒035-0071

電

0175-22-1689

話

むつ市小川町一丁目１５－１３
FAX

0175-22-1708

〈保育目標〉

①感性豊かな子ども
②思いやりのある子ども
③自分で考え進んで行動する子ども ④心身ともに健康な子ども
園児一人ひとりが安心して生活できるよう環境を整え、友だちや保育士との関わりを大切にしながら
情緒豊かで社会性や自立性が育つよう努めています。
〈特色〉

・英 語 教室
：３，４、５歳児が毎月1回実施しています。
・サッカー教室
：４，５歳児が毎月1回実施しています。
・地域の伝統継承 ：田名部祭り（義勇組）のお囃子の継承をしています。
・絵本の読み聞かせ：朝、午睡前、帰りの時間などを利用し行っています。
・遊びの充実
：遊びの工夫をすることで子どもの発達を促します。
子どもたち一人ひとりの気持ちに寄り添い、丁寧に・ゆっくり・ゆったりとした保育を心がけていま
す。ホームページもご覧下さい。

ゆきのこ保育園
所在地

〒035-0076

電

0175-24-4845

話

むつ市旭町１－３０
FAX

0175-28-3118

・本園の目標「心身が健康で協調性のある心豊かな想像性のある子」 そのために
養護の行き届いた環境、生活に必要な基本的生活習慣の態度を育てるよう努めている。
・保育士は子どもにとって最高の環境であることの自覚をもち、子ども個々の性格、感性など伸
ばしていくよう日々の保育に心がけている。
・幼年消防クラブに加盟し、避難訓練等を通して、防火に対する興味関心を引き出し、防火意識
を高められるように努めます。
・年間を通し、地域老人を園に招ねいて子どもとのふれあい活動や、老人ホームを訪問し、世代
間の交流に努め優しさと思いやりを培っている。
・英語指導を取り入れ、早い段階から英語に慣れ親しむ態度を育成できるよう「英語であそぼう
ムチュリンガル教室」に参加している。
・体育指導を通して、体育的な遊びの環境を設定し、いろいろな体の動きを体験、体感できるよ
う努めている。（指導者派遣）
・音体指導を通して忍耐力、集中力を培うよう努めている。（指導者派遣）
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大平保育園
所在地

〒035-0083 むつ市大平町３９－６

電

0175-24-2294

話

FAX

0175-24-5117

むつ市大湊地区の東部に位置し、住宅地に囲まれています。近くには運動公園、児童公園、お寺や
神社、ＪＲ大湊駅や史跡である斗南藩上陸の地などがあり、海岸や緑地の多い自然の豊かな環境にあ
ります。
〈保育目標〉 「健康でのびのびとたくましく」
心身の健康の基礎を図ると共に様々な体験を通じて、一人ひとりが持つ豊かな感性を育て、創造性
の芽生えを培うと共に、自立心や責任感など社会生活の基礎となるような態度を養う。
・全園児を対象に年齢にあった体育指導を実施、体力作りに取り組んでいます。
・年長児は、和太鼓に取り組み、集中力・仲間意識を培うよう努めています。
子どもたちが心身ともに健やかに育つよう、そして、ニコニコ笑顔で園生活が過ごせるように一人
ひとりと丁寧に向かい合う保育を心がけています。

柳町ひまわり保育園
所在地
電

話

〒035-0031 むつ市柳町一丁目９－１３
0175-22-1655

FAX

0175-22-1655

〈保育目標〉あかるく げんきな やさしいこ
登園の保育理念は養護と教育が一体となって「豊かな人間性を持った子」・「心と身体の
調和の取れた子」に育つように努めています。
・保育士、お友達関係を広げ、遊びの中での体験を大切にしながら生活に必要な習慣や態度、
心身の健康・安全の基礎を養います。
・和太鼓の集団演奏を通して、リズム表現を楽しみ、集中力、忍耐力、協調性を身につけま
す。
・お兄さん・お姉さんと一緒にお遊戯室、天気の良い日はサッカー教室で走り廻り戸外でいっ
ぱい体を動かしたり、散歩をして自然と触れ合ったり、基礎体力の向上に努めています。
・就園していないお子さん、保護者のために、子育て支援センター「ひよこクラブ」を運営
し、親睦を深めたり、子育て相談に無料で応じて、支援しています。

苫生ひまわり保育園
所在地

〒035-0051 むつ市新町４０－４

電

0175-23-5252

話

〈保育目標〉

「 あかるく

げんきな

FAX
やさしい

0175-31-1717

こ」

平成２７年４月に創設した苫生ひまわり保育園。
平成２７年６月から現在地の新園舎で活動を開始しました。
・姉妹園には、幼児教育６０年の「むつひまわり幼稚園」と、市立柳町保育所を
引き継いだ、「柳町ひまわり保育園」があります。
・地域に支えられた保育園として、保育・教育の深化と充実に加え、幼・保・小学校
との連携を深め、就学前の子供たちに小学校教育へ円滑な導入を図ります。
・子どもたち一人一人の豊かな心情や思考力の芽生えを培い、明るく・楽しい集団生活
を通して、健やかな成長を保護者と一緒に見守ります。
『すくすく育て、ひまわりの子』

1５

よしの保育園
所在地

〒035-0053

むつ市緑町１７－８

電話

0175-22-4015

＜保育理念＞『すべての育ちは

FAX

0175-22-4017

遊びから』

～生涯にわたる生きる力の基礎を培う～
＜保育方針＞「よく笑い、しんけんに遊び、のびのび育つ」

主体性

遊び

健康な心と体
社会性

エビナ保育園
所在地

〒039-5201

電

0175-42-2216

話

むつ市川内町休所４２－１８５

＜本園の目標＞
・明るい元気な子

FAX

・皆と仲良くする子

0175-42-2269

・明るい社会を創る子

＜本園の目的＞
本園は児童福祉法にのっとり、保育に欠ける子どもを保護者に代わって保育します。
親の最も願うのはまず身体的に健康であることに尽きる。その子どもを当園は乳幼児から
身体的健康の維持増進は勿論のこと、更に精神的な健康を求め、明朗で協調性に優れた
児童の育成を目指したい。
そして、心身ともに健康な子どもたちが成長して、真に「明るい」まちや国や世界の
創造に努めることを心から願うものである。

あすなろ保育園
所在地

〒035-4401

電

0175-34-2333

話

＜保育目標＞

むつ市大畑町観音堂11-3
FAX

「人に迷惑をかけない

＜子どもの心に育てたいもの＞

0175-34-2333

元気な子」

１．やさしいおもいやりのある子になろう
２．ひとをしんじる子になろう
３．じょうぶなあかるい子になろう
４．いのちをたいせつにする子になろう

・子どもの人権や主体性を尊重し『子どもの幸せ』を一番に掲げ、保護者や地域社会と力を合わ
せて、子ども一人ひとりの視点に立ち、毎日が笑顔のあふれる保育を目指しています。

１６

脇野沢保育園
所在地

〒039-5327

電

0175-44-2014

話

むつ市脇野沢本村６５
FAX

0175-44-3441

浄土宗悦心院境内に昭和３１年７月１６日、住職安田順教・シゲ夫妻が古民家を移築し、
保育園を創設したのが始まりです。
諸悪莫差 衆善奉行（しょあくまくさ しゅぜんぶぎょう）
『もろもろのあくをなすことなかれ、すすんでぜんをおこのうべし』
大人は、子どものために

「

なるために！」

子どもは、大人のために 保育目標
素敵な大人に
子どもだけでなく、大人も一緒に育って行ければと思っています。
大人も子どもも一緒に『素敵な大人』になろうね！

ナーサリーしらゆり
所在地

〒035-0071

むつ市小川町一丁目１５－３１

電話

0175-33-3012

FAX

0175-33-3015

・少人数制の家庭的で、一人ひとりの個性を大切にした手厚い保育を行う。
・家庭を応援し、心地よく幸せな環境で子どもの豊かな未来を育むため、一人ひとりを
しっかりと見つめた保育を行う。
・子供たちの成長を保護者様とともに喜び、分かち合う。
・上記を目的としてむつ市に初めて、
0，1，2才児専門のアットホームな施設を平成29年6月1日に開所いたしました。
・私たちスタッフと一緒に成長著しいこの時期の子育てを楽しみましょう !

大畑中央保育園（保育所型認定こども園）
所在地

〒039-4401

むつ市大畑町中島４－６

電話

0175-34-5100

FAX

〈保育目標〉

0175-34-5100

頑張る子
仲良くする子
いっぱい遊ぶ子
・街の中心に位置しながら、海、川、山に囲まれた自然豊かな環境です。園庭や園舎も広く、
のびのびと活動しています。
むつ市で初めての保育型認定こども園として、保育内容は、小学校とのつながりを考えた
読み・書き・英語・体操・音楽などをゲームや遊びの中に取り入れています。文字や数を学
ばせるような「好奇心の芽」を育てる活動などを積極的に実施し、『知育』『徳育』『体育』
を基本とした、メリハリのある保育活動を実施しています。
一時保育も行っており、一度のご利用に２,１００円（８時間）で、お預かりしています。
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希望の友保育園（保育所型認定こども園）
所在地

〒03５-0042

電

0175-22-6637

話

むつ市大曲一丁目８－１２
FAX

0175-22-6703

〈保育目標〉 明るい子・思いやりのある子・ねばり強い子
〈保育理念・管理・運営の基本方針〉
乳・幼児は、人生において最も大事な人格形成期であることを、まず大人・保育者がどのようにとらえ接してい
くかにかかっている。生命尊厳の点から考え、誰一人たりとも差別なく保育にあたる事、責任ある職務だけに、
保育者自らが常に学ぶ精神を持つ事が重要である。『大人が変われば、子どもが変わる』を理念とする。

認定こども園
所在地

〒035-0052

電

0175-22-5070

話

こばと幼稚園

むつ市昭和町２３－２５
FAX

0175-22-5072

〈教育方針〉 一人一人が生き生きと活動し、心豊かな基礎的分野を身につける「ゆとり
と充実」を目指します。
〈教育目標〉 ◯友達と仲良く、楽しく遊べる子 ◯元気に何事にもチャレンジできる子
◯相手を思いやるやさしい心を持つ子 ◯協力して活動できる子
〈特

色〉 １．週１回の「英語活動」により、コミュニケーション能力を高めます。
２．週１回の「体育教育」により、心身ともに健康な子どもを育てます。
３．音楽、情操教育に力を入れ、心豊かな子どもを育てます。
※ 月１回子育て支援事業「ぴよぴよクラブ」（未就園児体操教室）を実施しています。

認定こども園
所在地

〒035-0033

電

0175-22-1530，22-1572

話

むつひまわり幼稚園

むつ市横迎町二丁目１４－５０
FAX

0175-22-1530

＜教育方針＞
①健康（すこやかで ほがらかに）②友愛（なかよし こよし）③創造（おもうまま のびのびと）
一人ひとりの子どもが、明るく伸びやかに行動し、心を広げて夢を持てる、しなやかな頭脳と心身の発
達を促す バランスのとれた保育・教育指導を行います。
・穏やかな、全的な知能開発を目指し、「ＳＩあそび」教材を取り入れ、あくまで遊びを通して自発
性、創造性、巧緻性等を無理なく高める教育活動の展開に努めています。英語教室（年12回）も
行っています。
・情操教育の一環として、マーチングバンドを編成し、日々の練習や発表を通して集中力、協調性を
身につけ、多くの人たちに感動を与える得がたい体験は、子どもたちを大きく成長させています。
・元気なスタッフは明るく温かく、アットホームな幼稚園との世評に甘えず、目の前の子一人ひとり
に何ができるかをモットーに一生懸命です。
・就園していないお子さん・保護者のために「子育てエンジョイ」活動を行っています（無料）
・「連絡アプリ」を導入し、園からの一斉メール、欠席・遅刻メール受信、バス到着メールが可能で
す。
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認定こども園

星美幼稚園

所在地

〒035-0071 むつ市小川町一丁目１４－３１

電

0175-22-2223

話

FAX

0175-22-2224

＜教育方針＞
「かしこく（知）・やさしく（徳）・つよく（体）」を基本理念に情緒豊かな感性を育み、
豊かな個性、自分の意思をしっかり表現できる子どもを育てる。
～遊びや友達との触れ合いを通し、知・徳・体の調和のとれた子に！～
１．子どもらしい生活が展開できる幼稚園。
２．遊びの中での体験を大切にすると共に、必要な体験ができるような環境を整える。
３．個々の特性を理解し、一人ひとりを大切にする。
４．基本的な生活習慣や態度を育てる。
★特色ある活動として
日本太鼓、英語教室（年12回）、食育、体育遊び、読み聞かせ、花壇づくりをカリキュラムの
中に組み入れて、毎日の生活を形成しています。
※満3歳児を受け入れています。
☆子育て支援「にこにこ・キッズ」活動中！（無料） 対象は就園前のお子さんです。

認定こども園

こすもす幼稚園

所在地

〒039-4401 むつ市大畑町兎沢１７－２２８

電

0175-34-5255

話

FAX

0175-34-5255

＜教育方針＞「豊かな心をもち健康であかるい子ども」の育成
・基本的な生活習慣を育成し、自由にのびのびと生活できる。
・遊びの中で、自分で考えたり、工夫しながら、遊びを広げ、展開していけるよう援助する。
・自然の移り変わりに気づかせ、季節特有の遊びや、望ましい環境づくりをする。
・十分に体を動かして、活発に遊べるよう促すとともに、望ましい環境づくりをする。
・うたや音楽リズム、合奏を通して、集中力・忍耐力・協調性を培う。
・各園行事を通して、お友達と一緒に最後までがんばる経験をし、表現する喜びを味わう。
・情緒の安定を図り、自分を充分に発揮して生活できるようにする。
○保育部分ご利用の２歳児のお子さんは３歳のお誕生日が来ると幼稚園に入園できます。
○園バスは２歳のお子さんから利用できます。
○未就園児親子教室『まめっ子サロン』を月1回開催しています。

大湊幼稚園
所在地

〒035-0092 むつ市宇田町１２－５

電

0175-24-2832

話

FAX

0175-34-1375

＜保 育 施 設 ＞

認可外保育施設あり：2歳程度より(申込みは直接本園へ）

＜子育て支援事業＞

預かり支援事業・特別支援教育事業(個別にご相談ください）

＜教 育 方 針 ＞

「たくましく思いやりのある子」

＜教 育 内 容 ＞
３歳児―身近な環境に親しむ。自分のことは自分でしようとする。
進んで友達と遊ぶ。
４歳児―教師や友達とのつながりができる。集団でのルールや習慣を身につける。
５歳児―自分の力で行動すると共にほかの子へも気配りする。
友達関係を広げ、意識的にいろいろな遊びを十分楽しむ。
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大湊カトリック幼稚園
所在地

〒035-0085

むつ市大湊浜町２０－１７

電話

0175-24-1720

FAX

0175-24-1708

＜教育方針＞
☆健康で主体性のある子どもを育てます。
☆一人一人の個性を大切にし、良さを引き出し育てます。
☆生命の大切さを知り、思いやりと感謝の心を育てます。
＜教育内容＞
本園は、キリスト教的人間愛に基づき、神からの賜である子どもに対し、深い愛と尊敬を持って教育に当たるこ
とを基本理念としています。
＊Facebook、Instagram等で園内の生活の様子をご覧いただけます。
＊茶道指導、スポーツ教室、英語教室、預かり保育を実施しています。
＊未就園のお子さまを対象にした子育て支援「みるきールーム」を開設しています。

田名部カトリック幼稚園
所在地

〒035-0051

むつ市新町１１－２８

電話

0175-22-2491

FAX

0175-22-3288

＜教育方針＞
☆健康で明るく、主体性のある子どもを育てます。
☆一人ひとりの個性を大切に、豊かな想像性と道徳心を育てます。
☆生命の大切さを知り、思いやりと感謝の心を育てます。
玄関を入ると聖母子像が迎えてくれます。手を合わせ、目を閉じて、お祈りから朝の会が始まりま
す。週のスタートは、全園児が遊戯室に集まり、歌・ゲーム・フォークダンスなどを楽しみ、異年齢児
との交流を深めます。そしてお天気の良い日は園庭での遊び。歓声を上げて遊具を楽しむ子有り、花壇
を行き来する「あり」を見つめる子有り。エンドレスのリレーに汗する子有り。もちろん、気持ちが届
かずケンカになったり、思いがけず傷をつけてしまうことも…。でもそんな時こそ、「相手の思い」や
「相手の痛み」に気づく機会となります。そんな毎日を経て、「逞しく生きる力」「許す心」「思いや
る心」が育っていくようです。

あたご幼稚園
所在地

〒039-5201

むつ市川内町川内８７

電話

0175-42-3673

FAX

0175-42-3682

＜教育目標＞仲良く遊べる子 よく聞ける子 はっきり表現できる子
＜教育方針＞・幼稚園教育要領に則り、お釈迦様の人間観に基づいた教育を進め、人間味あふれる
情感な心を育てます。
・園を取り巻く環境からの豊かな体験を通して、自主性、自立心を培います。
・一人一人の子供たちの個性を生かしながら、ふたばよりしっかり根をはり、やがては
それぞれが個性豊かな素晴らしい『大木』へ成長することを目指します。
♪お寺の幼稚園ということで、お釈迦様の教えを大切に感謝の心を養います。
♪園の周りには、お寺、かわうちまりんビーチ、シェルホール、消防、警察、郵便局、公民館があり、
社会的にも自然的にも素晴らしい環境の中、のびのびと遊んだり活動したりして楽しみます。
♪茶道教室、音楽指導、モンテッソーリ教材指導で礼儀やたくましさを育てます。
♪園児の預かり保育や満2歳児の一時預かり保育も行っています。
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