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■安城市こども未来事業団認定こども園
園名（所在地） 電話番号 日　程
安城（相生町）
★☆ 〈７６〉29６5 ９月１4日㈫・１5日㈬午前９時45分～１０時３０分

さくの（篠目町）〈７６〉６5０5
９月７日㈫午前９時３０分～１０時１5分、
午前１０時３０分～１１時１5分　
※各回１０組。予約が多い場合は１３日
㈪も開催予定。

安城北部（大東町）
★☆ 〈７６〉３３６６ ９月８日㈬午前１０時～１０時３０分

東栄（東栄町）★ 〈98〉585０ ９月９日㈭・１０日㈮午前１０時～１１時

■公立保育園
園名（所在地） 電話番号 日　程

安城（大東町） 〈７６〉2７１4 ８月24日㈫・３０日㈪、９月７日㈫午前１０時～１１時
あけぼの（今本町）〈9７〉8６０9 随時対応

和泉（和泉町） 〈92〉００45 ８月６日㈮、９月２日㈭午前９時１5分～９時45分、午前１０時～１０時45分

城ケ入（城ケ入町）〈92〉００4６ ９月２日㈭・７日㈫・１３日㈪午前９時３０分～１０時
東部（大岡町） 〈７６〉３4１０ 随時対応
高棚（高棚町） 〈92〉０92６ 随時対応

さくら（桜井町）〈99〉０１３5 ９月１３日㈪・2７日㈪午前９時45分～１０時１5分、午前１０時３０分～１１時
二本木（緑町）★ 〈７６〉22６2 ９月１６日㈭午前１０時～１１時

ゆたか（古井町）〈７６〉６452 ９月９日㈭・１4日㈫・28日㈫午前１０時～１１時
えのき（榎前町）〈92〉１2３０ 随時対応
三ツ川（寺領町）〈99〉１７６７ 随時対応
錦（大山町） 〈７4〉295０ 随時対応

作野（篠目町） 〈７4〉３4３０ ９月７日㈫・８日㈬午前１０時～１０時３０分

■私立保育園
園名（所在地） 電話番号 日　程

光徳（御幸本町）☆ 〈７６〉254０
９月９日㈭・１６日㈭・22日㈬午前
１０時～１０時45分、午前１１時～１１時
45分

すずらん（昭和町） 〈７６〉３295 ８月25日㈬ 、９月８日㈬・１６日㈭・22日㈬午前１１時～正午
よさみ（美園町） 〈７5〉３254 随時対応
こひつじ（池浦町） 〈７６〉82６2 随時対応
第２よさみ
（三河安城南町） 〈７4〉３222 随時対応

三河安城
第２こひつじ
（三河安城町）

〈７4〉７822
※運営法人変更のため令和４年度
入園希望の人は子宝保育園（☎〈9７〉
8588）に問い合わせてください。

じけいの森（西別所町）〈７5〉６６１０ 随時対応
げんきのもり（里町）〈8７〉58７2 随時対応
てらべサニーサイド
（今本町） 〈9１〉３5１１ 随時対応

ブライト保育園
安城桜町（桜町） 〈７７〉０１9０ ９月２日㈭～１０月29日㈮の平日のみ随時対応　※園HPから予約。
麦のうさぎ（堀内町）〈７０〉88３9 随時対応

■私立幼稚園
園名（所在地） 電話番号 日　程

石橋（里町） 〈9７〉955６ ８月25日㈬、９月６日㈪・１０日㈮・１６日㈭午前１０時３０分～１１時３０分

ともえ（今本町） 〈9７〉8１4３ ９月７日㈫・１4日㈫、１０月5日㈫午前１０時～１１時、午前１１時～正午

二本木（美園町）★ 〈７5〉６2７７
９月１日㈬午後２時～３時、９月
４日㈯午前９時３０分～１０時３０分　
※令和４年度から認定こども園（対
象年齢６カ月～5歳児）に移行。

愛知学泉大学附属
（安城町） 〈７5〉94６8 随時対応（午前１０時３０分～１１時３０分、午後１時～２時）
愛知学泉短期大学
附属（小堤町） 〈７5〉2７０9 随時対応

愛知学泉大学附属
桜井（桜井町） 〈99〉22３8 随時対応

■私立認定こども園
園名（所在地） 電話番号 日　程

根崎こども園
（根崎町） 〈92〉００89 随時対応

てらべクリエイティ
ブこども園
（百石町）

〈７６〉６７１4 ９月１日㈬・８日㈬午前１０時2０分～１１時

子宝保育園
（今池町） 〈9７〉8588 ９月１5日㈬・３０日㈭、１０月5日㈫午前１０時～１１時
慈恵幼稚園
（西別所町） 〈７5〉６2３７ ９月１日㈬午後２時～３時、９月４日㈯午前１０時～１１時
第二慈恵幼稚園
（高棚町） 〈７5〉３６4６ 随時対応

スマイリーこども園
さとまち（里町） ー 建設中のため、問合せはてらべサニ

ーサイド保育園(☎〈9１〉３5１１)へ

◦☆印のある園は徒歩又は自転車でお越しください。
◦下記日程に都合がつかない場合は園に問い合わせてください。
◦令和４年４月入園申込の案内は本紙９月号に掲載予定です。

問▶保育課（☎〈7１〉２２２８）

■安城市こども未来事業団保育園
園名（所在地） 電話番号 日　程

南部（安城町） 〈７６〉2３52 ９月７日㈫・９日㈭・１4日㈫午前１０時～１０時３０分
西部（福釜町） 〈７６〉2３4３ 随時対応

東端（東端町） 〈4１〉３9３2 ９月２日㈭、１０月28日㈭午前１０時３０分～１１時
志貴（尾崎町） 〈9７〉82１６ 随時対応

小川（小川町） 〈99〉０１44 ９月７日㈫・９日㈭午前９時３０分～１０時

みのわ（箕輪町）〈７5〉１１98 ９月３日㈮・22日㈬午前９時３０分～１０時３０分

新田（新田町） 〈７5〉2484 ９月３日㈮・８日㈬・９日㈭午前１０時～１１時

赤松（赤松町） 〈７5〉248３ ９月８日㈬・１5日㈬午前９時３０分～１１時
みその（美園町）〈７5〉2１３１ ９月７日㈫・１4日㈫午前１０時～１１時

桜井（桜井町） 〈99〉０１６2
９月８日㈬・22日㈬・29日㈬、１０月
2０日㈬午前９時３０分～１０時、午前１０
時３０分～１１時　※各回先着5組程度。

保育園・幼稚園・認定こども園の見学

※新型コロナウイルス感染症拡大の影
響で見学内容の変更及び中止の場合
があります。事前に各園のHPを確
認してください。

事前に電話予約が必要です
(★印のある園のみ予約不要)
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安城市で保育士として
働きませんか?

保育所の定員拡充のためには保育士の確保が必要不可欠です。本市
でも保育士確保が急務となっています。資格をお持ちの皆様、一緒
に働きませんか？問合せ・申込みは各園に直接ご連絡ください。

区分 園名（所在地／問合せ先） 職種 勤務日時 給料 勤務開始日 募集人数

正
規

麦のうさぎ保育園
（堀内町／(福)一雅会
☎〈95〉０2３０）

保育士
午前７時３０分～午後７時３０分
のうち８時間のシフト制／週
休２日／㈯出勤有

短大卒：１６万5,9００円～
大卒：１8万8,７００円～
賞与有

令和４年
４月１日 １～２人

臨
時（
フ
ル
タ
イ
ム
）

麦のうさぎ保育園
（堀内町／(福)一雅会
☎〈95〉０2３０）

保育士
午前７時３０分～午後７時３０分
のうち８時間のシフト制／週
休２日／㈯出勤有

時給１,１３０円～
賞与有 随時 １～２人

こひつじ保育園
（池浦町／☎〈７６〉82６2） 保育士

午前７時１5分～午後７時のう
ち８時間のシフト制／週休２
日／㈯出勤有

時給１,29０円
賞与有 随時 ２人程度

子宝保育園
（今池町／☎〈9７〉8588） 保育教諭、

看護師
午前７時３０分～午後６時３０分
のうち７時間45分のシフト制
／月2１日勤務

月給22万2,29０円～
随時

３人
ちいさなこだから保育園
（三河安城町／☎〈9７〉8588）

令和４年
４月１日

パ
ー
ト
タ
イ
ム

麦のうさぎ保育園
（堀内町／(福)一雅会
☎〈95〉０2３０）

保育士 午前７時３０分～午後７時３０分
のうち日数・時間応相談

時給１,１３０円～
勤務日数・時間により
賞与有

随時 １～２人

ブライト保育園安城桜町
（桜町／☎〈７７〉０１9０） 保育士

平日午前７時～正午又は午後
４時～８時、㈯午前７時～午
後８時のうち６時間以上のシ
フト制／週休３～４日

時給１,０００円 随時 １～２人

こひつじ保育園
（池浦町／☎〈７６〉82６2）

保育士
（延長保育）

午後３時～７時／㈯勤務有／
日数・時間応相談（㈯のみ勤務可） 時給１,３１０円

賞与有
随時 １人

㈭㈮午前７時１5分～１１時１5分 随時 １人

じけいの森保育園
（西別所町／（福）さくら福
祉園☎〈７６〉4１１8）

保育士
（延長保育）

平日午前７時３０分～午後６時
３０分のうち３～5時間のシフ
ト制／日数応相談

時給１,１６０円
午前７時30分～8時１5
分、午後4時１5分～６
時30分➡時給１,３６０円

随時 １～２人

子宝保育園
（今池町／☎〈9７〉8588） 保育教諭、

看護師
午前９時～午後４時のうち5
時間程度／日数応相談 時給１,１６０円～

随時
３人

ちいさなこだから保育園
（三河安城町／☎〈9７〉8588）

令和４年
４月１日

●�日程／内容　右表のとおり
　※全６回。いずれも午前９時３０分～１１時３０分。
●場所　中部公民館
●講師　安藤りか氏（名古屋学院大学現代社会学部准教授）
●�対象　市内在住・在勤・在学又は市内で活動する2０歳以上の人
●定員　2０人（定員を超えた場合は抽選）
●受講料　5００円
●�託児　６カ月～未就園児の子ども１人１回３００円
　※定員（１０人程度）を超えた場合は抽選。
●�申込み　８月２日㈪～１６日㈪に直接か電話又は申込書
をファクス・Eメールで市民協働課（☎〈７１〉22１8／FAX
〈７2〉３７4１／kyodo@city.anjo.lg.jp）へ　※申込書は
同課・市HPで配布。右記QRコードからも申込可。

■問▶市民協働課（☎〈7１〉２２１８）

自
じ

分
ぶ ん

力
り ょ く

アップセミナー 日程 内容
９月９日
㈭

人生１００年時代の女性の
キャリア～女性の今を知
ろう～

９月１６日
㈭

「キャリアの棚卸し」で人
生総点検～私の過去を知
ろう～

９月３０日
㈭

心理テストとコミュニケ
ーションで深める自己理
解～私の今を知ろう～

１０月７日
㈭

思いを実現した女性たち
～ゲストと体験を共有し
よう～

１０月１4日
㈭

私ならではのキャリアビ
ジョン～私の未来を描こ
う～

１０月28日
㈭

宣言！私のアクションプ
ラン～前に向かって一歩
踏み出そう～

主婦&子育てママ
の声から生まれた、
新しい自分を見つける

講座です！

エンパワーメント講座


