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認可保育園等一覧（無印…区立保育園　★…公設民営保育園　☆…私立保育園　○…認定こども園　◇…小規模保育　◆…家庭的保育)
保育園名 所在地 電　話 年　齢

◆ 細田保育室 南千住１－54－３ （３８０３）６９９４ ０歳（57日）～２歳
第二南千住 南千住２－21－６ （３８０１）７７００

０歳（57日）～
☆ おひさま 南千住４－３－２ （５６１５）３０８８
☆ コンビプラザ南千住 南千住４－９－１ １階 （５８５０）１１３１
★ 南千住さくら 南千住４－９－４ （５６０４）３５２１
☆ うぃず南千住駅前　 南千住５－23－14 （６８０６）７８１２

☆ 太陽の子わかば　　 南千住５－44－16 １階 （５６１５）０２７７ ０歳（57日）～２歳
★ 南千住 南千住６－35－３ （３８０７）６６２０ ０歳（57日）～

◆ 家庭的保育室
スノードロップ 南千住６－50－３ （６８０６）８８９４ ０歳（57日）～２歳

★ 南千住七丁目 南千住７－20－13 （５６１５）０５３１ ０歳（57日）～

☆ ぽけっとランド
南千住瑞光 南千住７－30－１ （５６１５）１２５７ １歳～

★ 汐入とちのき 南千住８－３－３ （５６０４）０５１０ ０歳（57日）～

☆ ピノキオ幼児舎
南千住園　　 南千住８－４－５ ２階 （５６１５）５３７７ ０歳（57日）～２歳

☆ にじの樹 南千住８－５－２ （５６０４）５７１２

０歳（57日）～★ はなみずき 南千住８－５－５ （３８０３）２５８３
汐入こども園 南千住８－９－３ （３８０１）７２８５ 

☆ にじの森　 南千住８－13－１ （６８０６）７９００

◆ おはな保育室 荒川１－37－４ （３８０３）２６６６ ０歳（57日）～２歳
☆ キッズあおぞら 荒川２－１－５ ２階 （６８０６）６５６３ ０歳（57日）～☆ 仁風 荒川２－41－１ （３８９１）１６３４
☆ ドン・ボスコ 荒川３－11－１ （３８０１）２３３４ ０歳

（６か月）～三河島 荒川３－54－１ （３８０７）６７８１
☆ 荒川わんぱく ※１ 荒川５－31－７ （５６６６）１３３４ １歳～

荒川 荒川５－50－15 （３８９５）６９２２ ０歳
（６か月）～

☆ まなびの森保育園町屋 荒川７－41－８ （３８９５）８７５０

０歳（57日）～
荒川さつき 荒川８－25－４ （３８９１）４２６１

☆ 町屋 町屋１－35－９ （６８０７）９２２１
☆ グローバルキッズ町屋 町屋２－２－15 （６８０７）６３０７
☆ うぃず町屋 町屋２－10－３ （６４５８）２０６３

○ ワタナベ学園 町屋２－15－５ （３８９２）２６０２ ０歳
（３か月）～

☆ 上智厚生館 町屋４－９－10
（３８９２）４５１２

２歳～

☆ 上智厚生館（分園） 町屋４－14－７ ０歳（57日）～
１歳

原 町屋５－11－16 （３８９５）８７８１ ０歳
（６か月）～

☆ 尾久隣保館 町屋６－28－11 （３８９２）０３５７ ０歳（57日）～

☆ あい・あい保育園
新三河島園 東尾久１－１－４ ３・４階 （６２４０）８０１０ ０歳

（３か月）～
東尾久 東尾久２－28－３ （３８９５）０１４４ １歳～

保育園名 所在地 電　話 年　齢

☆ ピノキオ幼児舎
東尾久園 ※１ 東尾久３－27－７ （３３１７）５１１３ ０歳（57日）～

☆ 至誠会第二　　 東尾久５－34－６ （３８９４）８８４８ ０歳（43日）～
熊野前 東尾久８－23－９ （３８００）７１３５ ０歳（57日）～☆ 小台ここわ　 西尾久３－21－12 ２階 （６８０７）９９６０
西尾久みどり 西尾久４－６－19 （３８９４）０４９１ １歳～西尾久 ※２ 西尾久５－３－17 （３８００）１３６０

★ 小台橋 ※３ 西尾久６－９－７
（３３１７）６０７１
※ 夕やけこやけ保育園
の電話番号

０歳（57日）～

☆ 子供の家愛育 西尾久７－26－４ （３８９３）３３７３ ０歳
（８か月）～

★ 上尾久 西尾久８－10－12 （３８１０）２４２１ ０歳（57日）～

第二東日暮里 東日暮里１－17－21 （３８０７）６４８３ ０歳
（６か月）～

◇ かんかんもり 東日暮里２－15－７ １階（３８０６）７４８０ １歳～２歳
☆ 東日暮里わんぱく　 東日暮里３－９－10 （６８０６）７６７０ ０歳（57日）～★ 夕やけこやけ 東日暮里３－11－19 （３８０３）６０７１

◇ フレンズ保育園 東日暮里３－11－26 （３８０６）９７３３ ０歳（57日）～２歳
☆ うぃず東日暮里 東日暮里４－11－６ （６８０６）７１６５

０歳（57日）～

☆ グローバルキッズ
東日暮里園

東日暮里５－16－３
１・２階 （５８１１）８６３３

☆ ポポラー東京
東日暮里園 東日暮里６－１－１ ２階 （５６１５）１０４０

☆ まなびの森保育園
三河島 東日暮里６－２－14 ５階（６８０６）５１６６

☆ あい・あい保育園
西日暮里一丁目園 西日暮里１－１－１ ２階 （５６１５）２７２１ ０歳

（３か月）～

◇ ハローフレンズ
保育園 西日暮里１－57－13 （６８０６）７０７２ ０歳（57日）

～２歳
☆ 日暮里 西日暮里２－２－７ （５６０４）９３６７ ０歳（57日）～

☆ グローバルキッズ
日暮里駅前 西日暮里２－22－１ ３階（３８０５）０７０８ ０歳（57日）～２歳

☆ 日暮里きらきら 西日暮里２－30－４ １～４階（５６１５）５６６６

０歳（57日）～
ひぐらし ※４ 西日暮里５－35－９ （３８０３）２３８１

☆ 上智聖ローザ　 西日暮里６－７－１ （３８９２）６００１

☆ まなびの森保育園
西日暮里 西日暮里６－21－２ （５６０４）９７９７

西日暮里 西日暮里６－25－３ （３８９３）３８０１ ０歳
（６か月）～

※１　荒川わんぱく保育園、ピノキオ幼児舎東尾久園は令和２年４月に開設する予定です
※２　 西尾久保育園は、令和２年度中に宮前公園内（小台橋保育園移転後の園舎）に移転する予

定です。その後、準備・引き継ぎ期間を経て、 令和５年度から民営化を予定しています
※３　 小台橋保育園は、新園舎建設のため、宮前公園内に仮移転中です。令和２年４月から新園

舎で、現在の運営法人による民設民営園として保育開始予定です
※４　 ひぐらし保育園は、西日暮里駅前再開発の事業区域内に入っているため、入園期間中に転

園となる可能性があります

令和２年度認可保育園等 入園申し込みを受け付けますの令和２年度認可保育園等令和２年度認可保育園等 入園申し込みを受け付けますを受け付けますのの

入園対象 保育を必要とする０～５歳児
※申し込みが定員を上回る場合は、利用調整を行います

申込期間 10月28日㈪～11月11日㈪　※㈯・㈰・㈷等を除く

時 間 午前８時30分～午後５時15分　※㈬は午後７時まで受付時間を延長します

申込方法
▶窓口…申込書類・印鑑を持参
▶郵送… 申込書類を〒116-8501（住所不要）荒川区役所保育課へ

（11月11日㈪必着）

保 育 時 間 お子さんの年齢や保護者の勤務時間等
を考慮して決定します

申  込  み
問  合  せ

保育課入園相談係
（区役所２階）　
☎内線３８２５

入 園 案 内
申込書配布場所

保育課・各保育園（下表）　
※ 荒川区ホームページからもダウンロード可

2019あ か モ スら わ ノ ポ
　区内のモノづくりの展示・実演・
販売・体験等を行います。

10月26日㈯・27日㈰
午前11時～午後６時
（27日は午後５時まで）

日　時
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RTISAN
（台東区上野５-９-23）場　所

バイオリン・オーダーメイド自転車展示、ミニ提灯へ江戸文
字の描き入れ、革製品製作・自転車用ベル組み立て体験等内　容

入場無料（体験は有料）費　用

観光振興課観光振興係　☎内線４６１問合せ
問合せ 観光振興課観光振興係　内線☎４６１観光振興課観光振興係　内線☎４６１

イベントイベント都電荒川線の都電荒川線の
日　時 10月20日㈰午前10時～午後１時（荒天中止）

会　場 荒川電車営業所（西尾久8－33－7、都電「荒川車庫
前」下車）

内　容 荒川区観光ＰＲコーナー、都電グッズ販売、親子車両
撮影会、車庫内見学等

「荒川線の日」記念イベント

運行期間 10月31日㈭まで

運行車両 青いレトロ車両9002号車

内　容 車内を装飾した特別電車の運行

都電ハロウィン号を運行

※通常ダイヤの中で運行。車両整備等で運行しない日もあります
※ 運行情報は、東京都交通局ホームページ都電運行情報サービス
（https://tobus.jp/tlsys/navi）をご覧ください

▲自転車用ベル組み立て体験


