2022年度 明石市認可保育所・認定こども園
新年度入所内定児童 入所説明会・健康診断日程一覧表
・入所内定施設と入所説明会の会場が異なる場合がありますので、ご注意ください（特別記載のない場合は、入所説明会は各施設で実施。）。
・公立保育所、私立保育所（園）、認定こども園、小規模保育事業所の順に掲載されています。
・自動車での来園はご遠慮ください。
・日程や時間が未定となっている場合は、園に直接お問い合わせください。
・定められた日程でご都合が悪い場合は、必ず内定先施設に連絡したうえで日程を調整してください。
・当日、上履きの持参が必要な園や、制服・文房具などを購入していただく園がございます。当日の詳しい持ち物については、各施設にお問い合わせください。
保育所名
松が丘 保育所
明南 保育所
明南保育所 分園

実施場所

健康診断 日程

入所説明会 日程

松が丘 保育所

3/3（木）13:30～

3/3（木）13:30～

911-0360

3/10（木）13:30～

個別に日時設定、園にお問い合わせください

911-3849

3/10（木）13:30～

個別に日時設定、園にお問い合わせください

913-0080

個別に日時設定、健診時お伝えします 927-2100

明南 保育所

王子 保育所

王子 保育所

3/7（月）13：30～

鳥羽 保育所

鳥羽 保育所

3/2（水）13：30～

3/2（水）13：00～

電話番号

928-6425

松陰 保育所

松陰 保育所

3/7(月)14:30～

個別に日時設定、健診時お伝えします 935-8492

高丘 保育所

高丘 保育所

3/3（木）13：30～

3/3（木）13：30～

935-1894

八木 保育所

八木 保育所

3/4（金）13：15～

3/4（金）13：00～

935-8818

江井島 保育所

江井島 保育所

3/8（火）13：00～

3/8（火）13：30～

946-0429

中尾 保育所

中尾 保育所

3/1（火）14：00～

個別に日時設定、健診時お伝えします 947-4306

土山 保育所

土山 保育所

3/15（火）13：30～

個別に日時設定、園にお問い合わせください

942-1436

二見こども園

二見こども園

3/1（火）13：30～

3/1（火）13：00～

942-3454

明舞 保育園

明舞 保育園

3/17（木）13：00～

3/17（木）12：30～

918-1734

ぽっかぽっかにっけ保育園 朝霧

健康診断：橋本ファミリークリニック
（明石市朝霧南町２－９－５
3月末までに左記医療機関で受診 3/19（土）9：00～
℡０７８－９１３－７６１５）

945-5338

稲爪 保育園

稲爪 保育園

3/3（木）13：00～

3/3（木）13：30～

917-3643

長寿院 保育園

長寿院 保育園
健康診断：ひかりクリニック
（明石市山下町8-10 ℡9180366）
健康診断：なかにしこどもクリニッ
ク
（明石市旭丘14-14-10 ℡9240556）

3/3（木）13：30～

3/11（金）13:30～

918-1361

3/8(火)～3/31（木）の10:00～
左記医療機関で受診

3/5（土）10：00～

911-0314

上ノ丸くじら 保育園

浄行寺 愛児園

左記医療機関へ予約の上個別に
3/8（火） 13：00～
受診

明光 保育園
明光保育園 貴崎分園
明光保育園 王子分園

913-4517
927-5776

明光保育園 本園

3/14(月)13:30～

3/14(月)13:00～

明光保育園 大観分園

928-1076
927-5588
913-5515

ホザナ 保育園

ホザナ 保育園

3/12（土）13：30～

3/12（土）14：30～

928-1523

ステラ―ト 保育園

ステラート 保育園

2/9(水)13:30～

3/5(土)10:00～

922-5550

林神社 保育園

林神社 保育園

3/8（火）14：00～

3/8（火）14：30～

922-0151

かにがさか 保育園

かにがさか 保育園

3/23（水） 時間未定

随時。園に直接お問い合わせください 928-8100

ゆたか 保育園
ゆたか保育園 分園

ゆたか 保育園 ※工事中の為で
3/10（木）13：30～
きる限り車以外でご来園下さい

3/10（木）13：00～

西明石 愛児園

西明石 愛児園

3/2（水）13：30～

3/2（水）14：00～

928-5230

西明石愛児園 小久保分園

西明石愛児園 小久保分園

3/4（金）13：00～

3/4（金）13：30～

924-5139

西明石愛児園 鳥羽分園

西明石愛児園 鳥羽分園

3/4（金）13：00～

3/4（金）13：30～

923-2830

藤江 保育所

藤江 保育所

3/10（木）13：30～

3/10（木）12：45と13:45の2部制

927-6368

さわの 保育園

さわの 保育園

3/17（木）13：45～

個別に日時設定、園にお問い合わせください

929-3801

さわの保育園 分園

さわの保育園 分園

3/17（木）13：45～

個別に日時設定、園にお問い合わせください

929-3801

さわの第二 保育園

3/9（水）13：00～

3/10（木）10：00～

健康診断：なかにしこどもクリニッ
ク
(明石市旭が丘14-14-10
℡924-0556)

左記医療機関へ予約の上個別に
2/14（月）10：00～
受診

さわの第二 保育園
さわの第二保育園 分園
あかし虹 保育園

922-3545
922-3515

925-2511
925-2511
939-5224

保育所名

健康診断 日程

星鈴 保育園

実施場所
健康診断：なかにしこどもクリニッ
ク
(明石市旭が丘14-14-10
℡924-0556)
星鈴 保育園

3/10（木）12：１0～

個別に日時設定、園にお問い合わせください

うわがいけ 保育園

うわがいけ 保育園

3/25（金）13：30～

3/1（火）～10（木）の間で実施
923-8100
詳細は園にお問い合わせください

フルーツバスケット 保育園

フルーツバスケット 保育園

3/4（金）13：30～

3/4（金）13：00～

大久保 保育園

2/15（火）13：30～

2/15（火）14：30～

福田 保育園

福田 保育園

3/8（火）13：30～

3/8（火）14：00～

935-6271

福田保育園 分園

福田保育園 分園

3/8（火）14：30～

3/8（火）14：00～

943-3003

わかば 保育園

わかば 保育園

3/17（木）15時頃

3/17（木）14:30～

935-2040

わかば保育園 松陰分園

わかば保育園 松陰分園

3/17（木）14:20～

3/17（木）14:00～

936-2041

わかば保育園 ゆりのき分園

わかば保育園 ゆりのき分園

3/17（木）14:30～

3/17（木）14:00～

202-1353

ｒｉｃｃｏ 保育園

ｒｉｃｃｏ 保育園

3/26（土）13：00～

3/26（土）13：30～

938-0150

ゆめのもり 保育園

ゆめのもり 保育園

3/10（木）10：00～

3/10（木）10：00～

935-8811

えいの里 保育園

えいの里 保育園

3/3（木）13：30～

3/3（木）13：30～

948-2711

すばる 保育園

すばる 保育園

3/24（木）13：30～

3/17（木）13：00～

935-4154

すばる保育園 分園

すばる 保育園 分園

3/24（木）13：30～

3/17（木）13：00～

935-4154

金ケ崎北 保育園

金ケ崎北 保育園

3/8（火）13：30～

3/8（火）13：30～

935-3145

魚住保育園 駅前分園 多目的室 3/3（木）13：00～

3/3（木）13：00～

明石恵泉 保育園

明石恵泉 保育園

3/3（木）13：00～

個別に日時設定、園にお問い合わせください

947-2000

なすみ 保育所

なすみ 保育所

3/7（月） 時間未定

3/7（月） 時間未定

942-1702

第２なすみ 保育所

第２なすみ 保育所

3/7（月））13：00～

3/7（月） 時間未定

915-7145

第二恵泉 保育園

第二恵泉 保育園

3/3（木）13：30～

3/3（木）13：00～

943-3791

きらりん 保育園

きらりん 保育園

3/10（木）13：15～

3月中旬予定で個別に日時設定、
965-6585
園にお問い合わせください

あかつきの森 保育園

あかつきの森 保育園

未定

2/19(土)13:00～

944-3100

福里 保育園

健康診断:藤本クリニック
（明石市和坂12-10 橋本ビル
℡928-9566）

左記医療機関へ予約の上個別に
3/4（金）14：00～
受診

949-1788

ハンプティダンプティ 保育園

ハンプティダンプティ 保育園

3/14（月）13:30～

3/14（月）13:30～

945-0721

みらい 保育園

みらい 保育園

3/11（金）14：00～

3/11（金）13：30～

965-6590

めいまいピーノ こども園

左記医療機関にて
健康診断：橋本ファミリークリニック
3月14日(月)～3月19日(土) 実施
（明石市朝霧南町2-9-5-203
水曜日以外の平日(17時～19時) 2/26(土)14:00～
℡913-7615）
か、土曜日(９時～12時)
（詳細は園にお問合わせください）

海岸通りあすの こども園

海岸通りあすの こども園

3/10（木）13：30～

3/12（土）9:30～

939-3760

太寺 保育園

太寺 保育園

3/17(木)13:00～

3/17(木)13:30～

911-3753

牧羊 幼稚園

牧羊 幼稚園

各自、入園までに健康診断を受け
てください（医療機関の指定はあり
園に直接お問い合わせください
ません）。３歳健診結果コピーの提
出でも可

911-6208

Alice Preschool

Alice Preschool

3/17（木）14：30～

911-8877

北おうじ虹 こども園

健康診断：なかにしこどもクリニッ
ク(明石市旭が丘14-14-10 ℡
924-0556)

左記医療機関へ予約の上個別に
2/18(金)13:30～
受診

和坂 こども園

3/4（金）13：30～

3/4（金）13：30～

うみの風 こども園

3/3（木）14：00～

3/3（木）13：00～

めいなん虹 保育園

大久保 保育園
大久保保育園 分園

入所説明会 日程

電話番号

左記医療機関へ予約の上個別に 3/7（月）から3/10(木)13:30～予定
922-6555
受診
園から個別に時間をお知らせ
921-5511

224-5350
936-1471
939-3980

魚住 保育園
魚住保育園 魚住駅前分園

948-5501

魚住保育園 第二分園ナーサリー

和坂 こども園
和坂こども園 駅前分園
うみの風 こども園
うみの風こども園 分園

3/17（木）13：00～

912-4000

926-0260
927-5110
927-5107
921-1121

保育所名

実施場所

健康診断 日程

入所説明会 日程

明石 こども園

明石 こども園

未定

3/14（月）13:00～

995-8997

みつば こども園

みつば こども園

3/1（火）13：00～

3/1（火）13：00～

936-3282

認定こども園 ゆりのきＣＯＣＯＲＯ 認定こども園 ゆりのきＣＯＣＯＲＯ 3/14（月）14:00～

2/26（土）9：30～

934-0333

明石あすの こども園

明石あすの こども園

3/24（木）14：30～

3/12（土）10：00～

920-8386

フェニックス大久保 こども園

説明会で案内します

説明会で案内します

3/1（火）9：45～

934-4666

まどか こども園

まどか こども園

3/1（火）13：00～

3/1（火）13：30～

936-9527

わかば こども園

わかば こども園

3/17（木）13：30～

3/17（木）14：00～

938-2043

スイートキューピット 保育園

スイートキューピット 保育園

3/10（木）13：30～

3/10（木）14：00～

936-9924

山手台 こども園

健康診断：美保英利内科医院
（明石市大久保町大窪511-14
℡078-935-2022）

各自、左記医院にて個別受診ください 3/16(水)13:00～

965-6399

山手台こども園 分園

健康診断：美保英利内科医院
（明石市大久保町大窪511-14
℡078-935-2022）

各自、左記医院にて個別受診ください 3/16(水)13:00～

935-6800

大久保てっぺん こども園

大久保てっぺん こども園

園より手紙でお知らせします

園より手紙でお知らせします

935-1770

すみよし こども園

すみよし こども園

2/25（金）13：30～

2/25（金）13：00～

947-0500

ドリームキューピット 保育園

ドリームキューピット 保育園

3/15（火）13：30～

3/15（火）12：45～

944-3929

リトルキューピット 保育園

リトルキューピット 保育園

3/9（水）13：00～

3/9（水）12：50～

944-3857

野の花 こども園

野の花 こども園

3/10（木）13：30～

3/12（土）10：00～

949-2331

大久保南 幼稚園

大久保南幼稚園

無し

3/22(火)14:00～

934-5590

二見北 幼稚園

二見北 幼稚園

園に直接お問い合わせください

3/24(木)15:00～ 実施前に配布お
943-2222
よび提出依頼書類あり

（仮）桜町ＣＯＣＯＲＯ 保育園

健康診断：ふれあい会館
（明石市東仲ノ町4-25）

3/7（月）14：00～

個別に日時設定、園にお問い合わせください

ゆりのきCOCORO
934-0333

（仮）あい保育園 大久保

株式会社アイグラン

園より手紙でお知らせします

園より手紙でお知らせします

082-554-4873

（仮）明石さくらんぼ こども園

魚住市民センター
（所在地：兵庫県明石市魚住町西
3/12（土）14:00～
岡500-1 ℡778-6374(明石さくら
んぼこども園開設準備室)）

3/12（土）13:00～

078-778-6374

園より手紙でお知らせします

078-991-4788
（学校法人入江学
園本部）

3/12（土）10：30～

914-2626

（仮）くわのきアネックス こども園

ちゃいるどるーむ天文

園より手紙でお知らせします
健康診断：橋本ファミリークリニック 左記医療機関にて随時実施
（明石市朝霧南町2-9-5-203
（詳細は園にお問い合わせくださ
℡913-7615）
い）

健康診断：橋本ファミリークリニック 園より健康診断書が届いた後、事 2月19日（土）
コスモチャイルド保育園 明石駅前園 （明石市朝霧南町2-9-5-203
前に左記医療機関に連絡し受診し 園より手紙でお知らせします
℡913-7615）
てください
3/10（木）14：00～

電話番号

913-0555

個別に日時設定、園にお問い合わ
926-1152
せください（9：30～15：00の間）

クレーシュのぞみえん

クレーシュのぞみえん

おおぞら保育園 西新町園

健康診断：山本内科
（明石市西新町２丁目3-4ベルクビ 3/24(木)12:30～
ル１F ℡992-8121）

コスモチャイルド保育園 明石園

健康診断：なかにしこどもクリニッ
ク
(明石市旭が丘14-14-10
℡924-0556)

各自で入園までに健康診断を受け
ていただきます。日程については 2/19(土)13:00～
後日園からお知らせします

はやしのちいさな 保育園

健康診断：かにがさか 保育園
入所説明会：
はやしのちいさな保育園

3/23（水） 時間未定

ほしぞら 保育園

ほしぞら 保育園

入園までに各家庭のかかりつけで 2/21（月）～22（火）
受診してください
（2日間に分けて実施）

ゆたかの花 保育園

ゆたか 保育園 ※工事中の為で
3/10（木）13：30～
きる限り車以外でご来園下さい

3/12(土)9:30～

995-9131

940-8708

随時実施
923-3400
詳細は園にお問い合わせください

個別に実施予定

925-0056

926-0250

保育所名

実施場所

健康診断 日程

入所説明会 日程

すえひろ 保育園

西明石南町公民館
（明石市西明石南町2-21-8
℡925‐2707（すえひろ保育園））

3/11（金）13：00～

3/11（金）13：30～

925-2707

ステラートきらキッズ 保育園

ステラートきらキッズ 保育園

2/8（火）13：00～

園に直接お問い合わせください

945-5897

小久保 保育園

健康診断：藤本クリニック
（明石市和坂12-10
℡078-928-9566）

左記医療機関へ予約の上個別に
4/5(火)10:30～
受診

フルーツバスケットおおくぼみなみ
保育園

フルーツバスケットおおくぼみなみ
3/11（金）14：45～
保育園

3/11（金）13：30～

クレーシュゆりのきえん

健康診断：
クレーシュゆりのきえん
3/10（木）13：30～
入所説明会：
スタジオソレイユ（明石市ゆりのき
通2-2-6 SHUNDOビル2F）

個別に日時設定、園にお問い合わ
935-1152
せください（9：30～15：00の間）

健康診断：
認定こども園 ゆりのきＣＯＣＯＲＯ
保育ルーム ゆりのきちいさなＣＯＣＯＲＯ 入所説明会：
3/14（月）15:00～
保育ルーム ゆりのきちいさな
COCORO

2/26（土）9：30～

電話番号

940-9160

935-2525

ゆりのきCOCORO
934-0333
ゆりのきちいさな
COCORO
935-0078

ニチイキッズ大久保駅前 保育園

各自、入園までに健康診断を受け
ニチイキッズ大久保駅前 保育園 てください（医療機関の指定はあり 園に直接お問い合わせください
ません）

937-1688

ニチイキッズおおくぼきた 保育園

ニチイキッズおおくぼきた 保育園 4月中旬頃

3月上旬予定

915-8511

各自、入園までに健康診断を受け
ニチイキッズおおくぼきたⅡ 保育園 ニチイキッズおおくぼきたⅡ 保育園 てください（医療機関の指定はあり 3月中旬予定
ません）

915-7031

星鈴プティ大久保園

星鈴プティ大久保園

園に直接お問い合わせください

園に直接お問い合わせください

940-6548

リトルワールドおおくぼ園

リトルワールドおおくぼ園

3/12(土)13:00～

3/12(土)11:30～

945-6622

おおぞら保育園 魚住園

健康診断：鈴木内科クリニック
（明石市魚住町清水2265
℡942-8811）

園より健康診断書が届いた後、事
前に左記医療機関に連絡し受診し
てください

個別に日時設定、園にお問い合わせください

940-9909

錦が丘小規模園

錦が丘小規模園

3/7（月）

3/7（月）

946-2600

スターキューピット保育園

スターキューピット保育園

3/9（水）14：00～

3/9（水）13：30～

949-0701

西二見小規模 保育園

健康診断：藤本クリニック
（明石市和坂12-10
℡078-928-9566）

園に直接お問い合わせください

園に直接お問い合わせください

939-3771

明石の西ちいさな 保育園

明石の西ちいさな 保育園

3/4（金）説明会終了後、各自で
一城小児科医院にて受診
（明石市二見町495-1℡9453330）

3/4（金）9:00～

949-5000

（仮）保育ルームあかしちいさなＣＯＣＯＲＯ

健康診断：ふれあい会館
（明石市東仲ノ町4-25）

3/7（月）14：30～

個別に日時設定、園にお問い合わせください

912-8001

（仮）明石こども小規模園

未定

園に直接お問い合わせください

3/14（月）13:00～明石こども園にて

995-8997
（明石こども園）

