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✔

ここからのページは町内にある保育施設（施設方針・年間予定
など）が掲載されています。
年間予定については新型コロナウイルス感染症対策に伴い、延
期または中止する場合があります。詳細については各園の指示
に従ってください。

保育施設 地図
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対 象

定 員

船 津 保 育 所
富士河口湖町船津６７６０番地１ ℡ 0555-72-2007 Fax 0555-72-2719

年間行事予定

✿各学年3クラスある大きな保育所です。1、2
歳児から受け入れ、活気にあふれています。

✿園庭からは雄大な富士山が一望でき、四季
折々の富士山に見守られ遊んでいます。

✿地域の小中学生との交流、ボランティアの受
け入れなど、いろいろな人との触れ合いを大
切にしています。

✿プランターで野菜を栽培・収穫したり、
クッキーやパン作りを経験したりと、食育に
力を入れています。

4月 入園式 保育参観 保護者総会
引き渡し訓練

5月 内科歯科検診 親子遠足
6月 月遅れ端午の節句

親子歯磨き教室 サッカー教室
親子交通安全教室 防火教室

7月 プール開き 七夕の会 夕涼み会
8月 スイカ割り大会 パン作り
9月 運動会

10月 内科歯科検診 人形劇鑑賞
11月 生活発表会 七五三の会
12月 クッキー作り クリスマス会
1月 正月遊び お店屋さんごっこ

プレイランド
2月 節分（豆まき）お別れ遠足
3月 ひな祭りの会 お別れ会 卒園式

毎月 誕生会 身体測定 避難訓練
交通安全教室

リトミック教室 年3回

3１0人

1～5歳

HERE
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小 立 保 育 所
富士河口湖町小立1824番地 ℡ 0555-72-1646 Fax 0555-72-1758

HERE

年間行事予定
4月 入園式 保育参観 保護者総会

引き渡し訓練
5月 内科歯科検診 親子遠足
6月 月遅れ端午の節句

親子歯磨き教室 サッカー教室
親子交通安全教室 防火教室

7月 プール開き 七夕の会 夕涼み会
8月 スイカ割り大会 パン作り
9月 運動会

10月 内科歯科検診 人形劇鑑賞
11月 生活発表会 七五三の会
12月 クッキー作り クリスマス会
1月 正月遊び お店屋さんごっこ

プレイランド
2月 節分（豆まき）お別れ遠足
3月 ひな祭りの会 お別れ会 卒園式

毎月 誕生会 身体測定 避難訓練
交通安全教室

リトミック教室 年3回

✿日々の保育の中でリトミック、運動遊びを
積極的に行い、健やかな身体づくりを行っ
ています。

✿自然に触れる機会を多くとり、行事、散歩
などを通して異年齢児と交流しています。

✿地域の中学生や高校生、小中学校の先生、
ご老人との交流を図り、園児の健やかな成
長に役立てています。

✿野菜栽培をし、収穫した野菜は給食で食べ、
食育にも活用しています。

定 員

対 象

180人

1～5歳
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こ も も 保 育 所
富士河口湖町船津3333番地 ℡ 0555-83-3323 Fax 0555-83-3326

HERE

年間行事予定

定 員

対 象

100人

0～2歳

✿未満児（0･1･2歳児）だけの保育所で、未
満児に適した保育環境になっています。

✿天気が良い日には散歩に出かけ、季節の移
り変わりを楽しみながら、健康的にすごせる
ように心がけています。

✿ランチルームでの食事を実施し、食事のマ
ナーの基礎を養います。

4月 入所説明会
5月 保育参観・保護者会総会

内科検診 歯科検診
引き渡し訓練及び家庭訪問

6月 虫歯予防デー 端午の節句 防火教室
7月 七夕の会 プール開き 園外保育

すいか割り
8月 プール遊び
9月 防災の日 園外保育

10月 人形劇鑑賞 内科検診 歯科検診
園外保育

11月 生活発表会
12月 クリスマス会

1月 正月遊び
2月 節分（豆まき） 子育て教室
3月 ひな祭りの会 一日進級・修了式

旧船津
保育所
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勝 山 保 育 所
富士河口湖町勝山4136番地1 ℡ 0555-83-2124 Fax 0555-83-2162

HERE

年間行事予定

✿保育所周辺には、小学校・中学校・勝山
ふれあいセンター・屋内競技場ふれあい
ドームなどの教育施設が充実し、地域との
交流も深く、思いやりのある優しい心が育
まれます。

✿代々、地域の「子どもやぶさめ太鼓」を
引き継ぎ、伝統を重んじ、次世代に貴重な
財産として伝えています。

✿食育にも力を入れ、野菜栽培・収穫を行
い、手作りクッキングも体験しています。

4月 入園式 保育参観 保護者総会
引き渡し訓練

5月 内科歯科検診 親子遠足
6月 月遅れ端午の節句

親子歯磨き教室 サッカー教室
親子交通安全教室 防火教室

7月 プール開き 七夕の会 夕涼み会
8月 スイカ割り大会 パン作り
9月 運動会

10月 内科歯科検診 人形劇鑑賞
11月 生活発表会 七五三の会
12月 クッキー作り クリスマス会
1月 正月遊び お店屋さんごっこ

プレイランド
2月 節分（豆まき）お別れ遠足
3月 ひな祭りの会 お別れ会 卒園式

毎月 誕生会 身体測定 避難訓練
交通安全教室

リトミック教室 年3回

定 員

対 象

120人

０～5歳
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大 石 保 育 所
富士河口湖町大石1396番地 ℡ 0555-76-7754 Fax 0555-76-7754

HERE

年間行事予定

✿一面芝生の広い園庭で、安全にのびの
びと遊べます。

✿河口湖越しに富士山を臨む風光明媚な
環境に恵まれ、季節感を十分に感じな
がら楽しむ散歩コースがたくさんあり、
子どもたちの感性を養えます。

✿異年齢の友だちと仲良くふれあいなが
ら遊ぶことができ、いたわり合いや学び
合いが出来る環境です。

定 員

対 象

55人

1～5歳

4月 入園式 保育参観 保護者総会
引き渡し訓練

5月 内科歯科検診 親子遠足
6月 月遅れ端午の節句 敬老会

親子歯磨き教室 サッカー教室
親子交通安全教室 防火教室

7月 プール開き 七夕の会 夏祭り
8月 スイカ割り大会 パン作り
9月 運動会

10月 内科歯科検診 人形劇鑑賞
11月 生活発表会 七五三の会 地区文化祭
12月 クッキー作り クリスマス会
1月 正月遊び お店屋さんごっこ

プレイランド
2月 節分（豆まき）お別れ遠足
3月 ひな祭りの会 お別れ会 卒園式

毎月 誕生会 身体測定 避難訓練
交通安全教室

リトミック教室 年3回
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河 口 保 育 所
富士河口湖町河口3番地 ℡ 0555-76-7617 Fax 0555-76-7613

HERE

年間行事予定

定 員

対 象

75人

1～5歳

✿河口湖の北岸、山梨県指定天然記念物の「7本
杉」がそびえ立つ「河口浅間神社」隣に位置し、
豊かな自然に恵まれた環境の中、広々とした芝
生の園庭で遊び、周辺を散歩し、豊かな感性、
柔軟でたくましい子が育まれます。

✿地域のお年寄り、小・中学生との触れ合いを通
して、社会性を身に付け、思いやりの心、やさ
しく健やかな育ちを大切にしています。

✿野菜の成長や収穫を経験し、食べ物に興味や関
心を持ち、健康な心と体を育てます。

4月 入園式 保育参観 保護者総会
引き渡し訓練 お花見会

5月 内科歯科検診 親子遠足
6月 月遅れ端午の節句 敬老会

親子歯磨き教室 サッカー教室
親子交通安全教室 防火教室

7月 プール開き 七夕の会 花火大会
8月 スイカ割り大会 パン作り
9月 運動会

10月 内科歯科検診 人形劇鑑賞
サツマイモ掘り

11月 生活発表会 七五三の会
焼き芋会 公民館祭り おもいで散歩

12月 クッキー作り クリスマス会
1月 正月遊び プレイランド

作ろう遊ぼう会
2月 節分（豆まき）お別れ遠足
3月 ひな祭りの会 お別れ会 卒園式

毎月 誕生会 身体測定 避難訓練
交通安全教室

リトミック教室 年3回
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足和田保育所
富士河口湖町長浜2409番地 ℡ 0555-82-2954 Fax 0555-82-2954

年間行事予定

定 員

対 象

55人

1～5歳

✿地域の小中学生や老人クラブとの交流
をとおし、健やかな育ちを大切にします。

✿異年齢児保育を多く取り入れ、思いや
りの気持ちをもてるようにしています。

✿芝生の園庭であそぶ心地よさを感じ
ながら、健康な心と体を育てます。

HERE

4月 入園式 保育参観 保護者総会
引き渡し訓練 芋まき

5月 内科歯科検診 親子遠足
6月 月遅れ端午の節句

親子歯磨き教室 サッカー教室
親子交通安全教室 防火教室

7月 プール開き 七夕の会 夕涼み会
8月 スイカ割り大会 パン作り 芋ほり
9月 運動会
10月 内科歯科検診 人形劇鑑賞 敬老会
11月 生活発表会 七五三の会
12月 クッキー作り クリスマス会
1月 正月遊び お店屋さんごっこ

プレイランド
2月 節分（豆まき）お別れ遠足
3月 ひな祭りの会 お別れ会 卒園式

毎月 誕生会 身体測定 避難訓練
交通安全教室

リトミック教室 年3回 8



富士ヶ嶺保育所
富士河口湖町富士ヶ嶺1212番地 ℡ 0555-89-2024 Fax 0555-89-2024

HERE

年間行事予定

定 員

対 象

40人

0～5歳

✿広大な牧草地と雄大な富士のふもと、自然
豊かな場所にあり、情感豊かな心をはぐく
みます。

✿異年齢保育、地域行事、学校交流など、地域
との根強い密着の中での子育てに力を入れて
います。

✿少人数保育の中、保育所全体での活動を通し、
年少者や大人とのかかわり方を学びます。

４月 入所式 保護者総会
５月 内科検診 歯科検診

引き渡し訓練（豊茂小合同）
６月 端午の節句 親子交通安全教室

防火教室
7月 七夕の会 夏祭り プール開き

保育参観
8月 パン作り
9月 運動会（豊茂小合同）敬老会

10月 内科検診 歯科検診 人形劇鑑賞 遠足
11月 七五三の会
12月 生活発表会 親子クリスマス会

クッキー作り
1月 作ろう会・遊ぼう会
2月 豆まき 親子お楽しみ会
3月 ひな祭りの会 年長児お別れ遠足

お別れ会 保護者総会 卒園式
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認 定 こ ど も 園 ド リ ー ム ツ リ ー

富士河口湖町小立5699-2番地 ℡ 0555-72-5522 Fax 0555-72-6003

年間行事予定

4月 入園式
Spring Cleaning・保護者会総会
WaluWaku Class Visiting(保育参観）

5月 親子遠足 個別懇談 尿検査
6月 衣替え 内科検診 歯科検診

防災教室 素和美小学校説明会
7月 創立記念日 Summer Festival 

お泊まり保育（年長）プール遊び
8月 プール遊び

ジャガイモ掘り・カレーパーティー
9月 Recreation Day 交通安全教室

園児引き渡し訓練 秋の遠足
10月 前期活動報告会 プレスクール説明会

Halloween Party
11月 焼き芋会 図書館見学（年長）七五三
12月 Christmas Party 新入園児説明会

デイサービス訪問（年長）
1月 新年子ども会 雪・そり遊び
2月 豆まき バレンタインパーティー
3月 後期報告会 卒園式 保護者会総会

当園は、森の中の小さな幼稚園です。
自然・国際・知育を基本に、理想の幼児教
育を目指し、子どもたちの夢が大きく育つ
様全力を尽くします。

認定こども園とは…
幼稚園の教育方針と保育指針を基に、保護
者の就労の有無に関わらず、一貫した幼児
教育を行っています。

マリア国際幼稚園 1号認定(3才以上）
ゆめの木保育園 2号認定(3才以上）

3号認定(3才未満）

定 員

対 象

150人

1～5歳

マリア国際幼稚園/ゆめの木保育園

←鳴沢方面 富士吉田方面→

マリア国際幼稚園

ゆめの木保育園

東恋路交差点

HERE
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Fujiこどもの家 バンビーノの森

富士河口湖町勝山3407-1 ℡ 0555-72-9995 Fax 0555-72-9996

年間行事要諦

4月 始業式・入園式・ジャガイモ植
5月 引渡し訓練・夏の安全講習会

ｻﾂﾏｲﾓ植え
6月 学年懇談会・個別面談

健康診断・親子遠足
7月 お泊り保育（年長）・ｼﾞｬｶﾞｲﾓ収穫
8月 サマースクール・夏休み
9月 親子カヌー・運動会

10月 遠足・冬の安全講習会・ｻﾂﾏｲﾓ収穫
11月 パン遠足・ｸﾞﾙｰﾌﾟ懇談会

干し柿作り・職業体験（年長）
12月 クリスマス会・生活発表会

作品ﾌｧｲﾙ展示会・餅つき・大掃除
1月 学年懇談会・個別面談
2月 豆まき・味噌づくり（年中）
3月 卒園式・修了式・春休み

＊毎月おこなうもの
…誕生会・身体測定・避難訓練

定 員

対 象

35人

3～5歳

2007年4月に始まった認可外保育施設としてス
タートし、2016年8月に“保育機能施設型認定こ
ども園”として認定されました。
“森のようちえん”と“モンテッソーリ教育”を主

体に、自然と育む「智」「徳」「身」を建学の精神
として活動しています。

ひとりひとりを大切に、子どもたちが本来持っ
ている力を最大限引き出すよう、保育者と家
族が連携し「子どもたち」を支援して行きます。

～教育目標～ ﾊﾞﾝﾋﾞｰﾉの森がめざす子ども像
◎自分で考え 自分で行動できる子ども
◎自分も 人も 地球も 慈しむ子ども
◎心も 身体も しなやかに 健康で

たくましい子ども

認定こども園
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事 業 所 内 保 育 施 設

河口湖とらのこ保育園

富士河口湖町船津2211-5番地 ℡ 0555-72-9558 Fax 0555-72-9559

年間行事予定
4月 入園・進級お祝い会・お花見青空給食

尿検査
5月 こどもの日の集い・はまなす運動会

懇談会・乳児健診・いちご狩り
6月 ミニ消防車「けしまる」・歯科検診

むし歯予防デー・じゃが芋堀
7月 七夕の集い・プール開き・夏野菜収穫
8月 スイカ割り・納涼祭
9月 お年寄りふれ合い会・さつま芋堀
10月 ハロウィン・園外保育・青空給食

尿検査
11月 七五三・乳児健診・大根堀
12月 クリスマス会・歯科検診・餅つき

お弁当バイキング
1月 昔遊びの会・手洗い指導
2月 節分・個人面談
3月 ひな祭り・お別れ会・お弁当バイキング

※月1回・・・避難訓練・誕生会・身体測定

☆保育目標☆
心豊かで、心身共にたくましい子

🌼同敷地内にある施設の高齢者の方達との
交流を通して人をいたわる心が育ちます。

🌼はまなすファームで季節の花や野菜に触れ、
収穫を楽しみ食への興味を広げています。

🌼子ども一人ひとりの個性を大切にし、
ゆったりと温かい保育をしています。

定 員

対 象

14人

0～2歳

！ 令和3年度の募集は従業員枠満了のため実施いたしません。
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富士河口湖町船津5119番地2 ℡ 0555-83-3525 Fax 0555-72-3337

HERE

年間行事予定

4月 入園・進級おめでとうの会
家庭訪問

5月 内科検診 歯科検診
7月 七夕の会、夕涼み会
8月 夏まつり
9月 運動会 お月見 引渡訓練

10月 内科検診 歯科検診 ハロウィン
12月 クリスマス会

1月 お正月 餅つき
2月 豆まき
3月 ひなまつり

進級式・お別れ会

時代に対応した、保育環境を整え
常に子どもの目線に立ち、子供の創造性を
第一に考えた保育を実施しております。

定 員

対 象

12人

0～2歳

安心・安全の自家製食材を給食に使用
富士山の伏流水を使い富士吉田の伝統農法
である武藤農法（世界6大無農薬農法）で
作る完全無農薬野菜やお米（共に自社ブラ
ンド）を給食に使用しています。お子さん
の健康面はもちろん地産地消を心がけ地域
と共に暮らすことに重きを置いています。

小 規 模 保 育 施 設

キッズプラザPoca－Poca
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ウブントゥ保育園おほしさま
富士河口湖町小立８０１７−１フォレストモール富士河口湖内

HERE

年間行事予定

定 員 対 象１９人

★ウブントゥ保育園では「遊べるし学べる
子」を育てるために、様々な体験を通して子
どもの可能性を伸ばす保育を心がけています。
毎日の外遊びのほか、バスでの園外保育もあ
ります。

★この時期から文字や数字にも触れることで、
小さい頃からの学習習慣づくりをサポートし
ています。朝の会などにて、道徳教育、日付
読み、季節のことば、文字、都道府県、国旗、
英語遊びパネルシアター、エプロンシアター
を立腰（腰骨を立てて座る）をしながら参加
します。

★人間の身体は食べた物でできています。給
食にもこだわり、有機無農薬玄米を使い、肉、
卵、乳製品、白砂糖を使わず、毎食に※
「ま ご は や さ し い」の食材を使い調味料
は無添加のものを選んでいます。

4月 入園進級おめでとう会 お花見
5月 個別懇談 内科検診

ウブントゥ系列 保育園と交流保育
6月 親子遠足 歯科検診 給食試食会
7月 プール開き 七夕集会 小学生との交流

おやつを食べながら子育て相談会
8月 夏祭り プール遊び
9月 朝の会参観日

デイサービス訪問敬老会 引き渡し訓練
10月 内科検診 ハロウィンパーティー

にじいろ園交流会
11月 歯科検診

七五三の会
12月 クリスマス会

1月 正月遊び
おやつを食べながら子育て相談会

2月 豆まき
3月 お別れ遠足 ひな祭りの会 お別れ会

卒園式

毎月 誕生日会 身体測定 避難訓練

０～２歳

見学は随時受け付けておりますhttps://www.ubuntu5678.net/

℡ Fax 0555-7２-９６６０
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ウブントゥ保育園おつきさま
富士河口湖町小立８０１７−１フォレストモール富士河口湖内

HERE

年間行事予定

定 員 対 象１7人

★ウブントゥ保育園では「遊べるし学べる
子」を育てるために、様々な体験を通して子
どもの可能性を伸ばす保育を心がけています。
毎日の外遊びのほか、バスでの園外保育もあ
ります。

★この時期から文字や数字にも触れることで、
小さい頃からの学習習慣づくりをサポートし
ています。朝の会などにて、道徳教育、日付
読み、季節のことば、文字、都道府県、国旗、
英語遊びパネルシアター、エプロンシアター
を立腰（腰骨を立てて座る）をしながら参加
します。

★人間の身体は食べた物でできています。給
食にもこだわり、有機無農薬玄米を使い、肉、
卵、乳製品、白砂糖を使わず、毎食に※
「ま ご は や さ し い」の食材を使い調味料
は無添加のものを選んでいます。

4月 入園進級おめでとう会 お花見
5月 個別懇談 内科検診

ウブントゥ系列 保育園と交流保育
6月 親子遠足 歯科検診 給食試食会
7月 プール開き 七夕集会 小学生との交流

おやつを食べながら子育て相談会
8月 夏祭り プール遊び
9月 朝の会参観日

デイサービス訪問敬老会 引き渡し訓練
10月 内科検診 ハロウィンパーティー

にじいろ園交流会
11月 歯科検診

七五三の会
12月 クリスマス会

1月 正月遊び
おやつを食べながら子育て相談会

2月 豆まき
3月 お別れ遠足 ひな祭りの会 お別れ会

卒園式

毎月 誕生日会 身体測定 避難訓練

０～２歳

Instagram  ubuntu5678https://www.ubuntu5678.net/

℡ Fax 0555-7２-８４４８
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