
令和１年度（2019年度）　ふれあい体験プロジェクト参加園一覧（6月現在）
園名 住所 電話 担当窓口 最寄駅 マイカー利用 受入期間 受入時間

男性
受入

０・１歳
受入可否

給食提供

青山こども園 青山町3番22号 095-844-8254 園長 長崎バス　護国神社裏 車、バイク両方不可 通年 午前中 ○ ０・１歳　可 完全給食

旭保育園 旭町24番9号 095-861-8889 園長 長崎バス・県営バス　旭町 車、バイク両方可 通年 9：00～15：00の間の希望する時間帯 × ０・１歳　可 完全給食

愛宕ピノキオこども園 愛宕4丁目19-11 095-823-5074 主任 長崎バス　愛宕３丁目 車、バイク両方不可 通年 午前中 ○ 提供不可

あゆみ保育園 けやき台町6番2号 095-842-1504 主任 長崎バス　三川橋 車、バイク両方可 通年 13：00～17：00の間の希望する時間帯 ○ １歳　可 完全給食

うみのほし保育園 石神町14番37号 095-845-1732 松永 長崎バス・県営バス　フランシスコ病院前 車、バイク両方可 通年 午前中 ○ 主食持参

大浦児童園 日の出町1番24号 095-822-8082 園長 長崎バス　川上町 バイクは可 通年 午前中 ○ １歳　可 提供不可

大浦保育園 東山町5番1号 095-823-5390 園長
電車　石橋
長崎バス　石橋

通年 午前中 ○ ０・１歳　可 完全給食

桐ノ木保育園 出雲1丁目4番1号 095-822-4982 主任 長崎バス　川上町 車、バイク両方不可 通年 午前中 ○ 主食持参

キンダーフィールド 坂本1丁目8番30号　ﾊｲﾊﾞﾚｰ1　2F 095-843-6118 園長 長崎バス・県営バス　浜口 車、バイク両方可 通年 9：30～15：30の間の希望する時間帯 ○ １歳　可 完全給食

小島保育園 小島4丁目4番15号 095-827-5855 主任 長崎バス　上小島５丁目 バイクは可 通年 9：00～17：00の間の希望する時間帯 ○ １歳　可 完全給食

さくら保育園 三原1丁目4番16号 095-845-0616 園長 県営バス　平ノ下 車、バイク両方可 通年 午前中～17：00の間の希望する時間帯 ○ 完全給食

山王保育園 坂本2丁目6番53号 095-844-1792 主任 長崎バス　坂本町 車、バイク両方不可 通年 9：00～17：00の間の希望する時間帯 ○ ０・１歳　可 主食持参

慈光保育園 鍛冶屋町5番74号 095-822-7877 保育士 中村
電車　思案橋
長崎バス　中央橋

車、バイク両方不可 通年 午前中 × ０・１歳　可 提供不可

しらゆり保育園 筑後町３番31号 095-824-5522 主任 長崎バス・県営バス　長崎駅前 車、バイク両方不可 通年 午前中 ○ 完全給食

星座保育園 江戸町7番6号 095-823-8925 副園長
電車　西浜町
長崎バス・県営バス　中央橋

車、バイク両方可 通年 午前中 ○ 提供不可

聖母保育園 若草町6番5号 095-843-3191 主任 長崎バス　マリア学院 通年 午前中 ○ 提供不可

たんぽぽ保育園 出雲3丁目1番39号 095-827-8554 主任 長崎バス　出雲３丁目 バイクは可 通年 午前中 ○ 提供不可

長照寺保育園 白木町10番21-10号 095-821-5283 主任 長崎バス　白木車庫前 車、バイク両方不可 通年 9：00～17：00の間の希望する時間帯 ○ 完全給食

西山台保育園 西山台2丁目8番9号 095-847-6713 副園長 長崎バス・県営バス　西山台団地 車、バイク両方不可 通年
午前中
他の時間帯は電話相談にて応じる

○ ０・１歳　可 要問合せ

にしやま保育園 西山4丁目648番地 095-827-5459 園長 県営バス　三ツ山口ワークビレッジ 車、バイク両方不可 通年 午前中 ○ 完全給食

ほほえみ保育園 魚の町6番20-7 095-811-0500 副園長
電車　市民会館
長崎バス　市民会館

バイクは可 通年 午前中 × 完全給食

みはら保育園 三原2丁目13番27号 095-845-7301 園長 県営バス　三原小学校前 車、バイク両方可 通年 午前中～17：00の間の希望する時間帯 ○ 完全給食

茂木保育園 茂木町75番地9 095-836-0109 園長 長崎バス　茂木港 車、バイク両方可 通年 午前中 × 完全給食

もとお保育園 江平2丁目2番1号 095-846-2632 園長 長崎バス　江平 車、バイク両方可 通年 午前中～17：00の間の希望する時間帯 ○ 完全給食

山里平和保育園 平和町3番15号 095-844-2421 園長
電車　松山町
長崎バス・県営バス　平和公園

車、バイク両方不可 通年 午前中 ○ 完全給食

友愛八幡町保育園 八幡町3番5号 095-822-5079 園長 県営バス　諏訪神社下 車、バイク両方不可 通年 午前中 ○ ０・１歳　可 提供不可

おひさま保育園 東町1953-4 095-837-0012 主任 長崎バス・県営バス　馬場 車、バイク両方可 通年 9：30～17：30の間の希望する時間帯 ○ ０・１歳　可 完全給食

かき道ピノキオこども園 かき道3丁目2番9号 095-838-5514 園長、副園長 長崎バス・県営バス　かき道３丁目 車、バイク両方可 通年 9：30～16：00の間の希望する時間帯 ○ ０・１歳　可 完全給食

教宗寺保育園 矢上町41-8 095-838-3533 主任 長崎バス・県営バス　馬場、宮郷 車、バイク両方可 通年 8：30～17：30の間の希望する時間帯 ○ ０・１歳　可 主食持参

つばさ保育園 宿町150番地1 095-839-0283 主任 長崎バス・県営バス　大曲 車、バイク両方可 通年 10：00～16：00の間の希望する時間帯 ○ ０・１歳　可 完全給食

天童保育園 古賀町1520-4 095-839-0060 主幹保育教諭 長崎バス・県営バス　団地中央 車、バイク両方可 通年 午前中 ○ 主食持参

TONTON輝保育園 矢上町22-13 095-839-1898 園長、主任 長崎バス・県営バス　矢上 車、バイク両方可 通年 午前中 ○ 提供不可

ひよこ保育園 中里町1594‐5 095-838-3200 主任 長崎バス・県営バス　藤棚　・　つつじが丘 車、バイク両方可 通年 10：00～16：00の間の希望する時間帯 ○ 完全給食

あぜかりこども園 畝刈町1005番地 095-850-2409 園長 長崎バス　道開き 車、バイク両方可 通年 9：00～14：00の間の希望する時間帯 ○ ０・１歳　可 完全給食

形上保育園 琴海形上町2099 095-885-2615 主任 長崎バス　形上 車、バイク両方可 通年 午前中 ○ 提供不可

三京えのきこども園 三京町805 095-850-5148 主任 長崎バス　舞の浜荘前　又は　長崎漁港 車は可 10月～2月 午前中 ○ １歳　可 提供不可

式見保育園 式見町621 095-841-0152 園長 長崎バス　式見 車、バイク両方可 通年 午前中 ○ ０・１歳　可 完全給食

長崎小鳩幼稚園 京泊1丁目4番11号 095-850-1555 主任 長崎バス　弁天 車、バイク両方可 通年 午前中 完全給食

にしうみ保育園 西海町1981-1 095-884-1418 副園長 長崎バス　松の迫 車、バイク両方可 通年 午前中 ○ 提供不可

福田こども園 福田本町1694番地2 095-865-1701 主任 長崎バス　福田本町 通年 午前中 ○ 完全給食

あそびの杜保育園 布巻町111-9 095-892-7070 副園長 長崎バス　栄上 車、バイク両方不可 通年 午前中 ○ 主食持参

香焼保育所ふるさと 香焼町499 095-871-5577 事務長 長崎バス　田の浦 車、バイク両方可 通年 午前中 ○ 主食持参

さくらんぼ保育園 新小が倉2丁目1番50号 095-878-9875 園長 長崎バス　新戸町団地 車は可 6月～8月 午前中 ○ ０・１歳　可 提供不可

椿が丘こども園 椿が丘町9-3 095-892-0171 主任 長崎バス　椿が丘 車、バイク両方可 通年 8：30～16：30の間の希望する時間帯 ○ ０・１歳　可 主食持参

鶴見台保育園 鶴見台1丁目15番12号 095-878-0392 事務 長崎バス　鶴見台団地 バイクは可 通年 午前中 ○ 完全給食

菜の花こども園 平山町477番地 095-878-2877 副主任 長崎バス　平山台 車、バイク両方可 通年 8：30～17：00の間の希望する時間帯 ○ ０・１歳　可 完全給食

唯念寺保育園 磯道町568 095-878-8854 主任 長崎バス　土井首 車、バイク両方可 通年 午前中 ○ 完全給食

ロザリオ保育園 新戸町3丁目14番2号 095-878-4251 保育士　山川 長崎バス　戸町中学校 車、バイク両方可 6月～1月 9：00～16：00の間の希望する時間帯 ○ 主食持参

赤迫保育園 住吉台町11番1号 095-847-8622 保育士　寺平
電車　赤迫
長崎バス・県営バス　赤迫

バイクは可 通年 午前中 ○ 提供不可

コスモス保育園 葉山1丁目29番3号 095-856-8616 杉本 車、バイク両方不可 通年 午前中 ○ 提供不可

住吉こども園 花丘町6番15号 095-844-3652 園長 長崎バス　住吉 7月、8月、3月を除く 午前中 ○ 完全給食

滑石センター保育園 滑石3丁目12番14号 095-856-1028 主任 長崎バス　太神宮 車、バイク両方不可 通年 9：00～17：00の間の希望する時間帯 ○ ０・１歳　可 完全給食

滑石保育園 滑石5丁目2番31号 095-856-1575 園長 長崎バス・県営バス　大神宮 車、バイク両方不可 通年 午前中 ○ 主食持参

虹が丘まめの木保育園 虹が丘町2414-3 095-865-8787 園長 長崎バス　虹が丘最終バス停 車、バイク両方可 通年 午前中 ○ 主食持参
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