
Page 8 ●北部地区の幼稚園と認定こども園 

 

 ●幼稚園 教育時間の時間帯 預かり保育の時間帯   

 ●認定こども園 

 古和釜幼稚園  

  松が丘4-32-1 ☎464-3030 卒園生の多い小学校 坪井小 古和釜小 高根台二小 

●年間預かり保育実施日数241日 

●長期休業日の預かり保育49日(7時30分から18時30分まで) 
  春休み13日のうち11日実施  夏休み35日のうち29日実施 

  冬休み14日のうち  9日実施 

●1日の預かり時間帯(月～金) 

７時30分 18時30分 8時30分 14時 

   

※水曜日(月1回)は8時から13時まで 土曜日の預かり保育は8時から13時まで 

  大穴南3-8-12 ☎464-7121 卒園生の多い小学校 大穴小 大穴北小 二和小 古和釜小 

●年間預かり保育実施日数230日 

●長期休業日の預かり保育10日(8時から13時まで) 
  夏休み35日のうち10日実施（土曜日の預かり保育はありません。） 

●1日の預かり時間帯(月～金・土） 

8時 16時 9時 14時20分 

   

 すずみ幼稚園  

●年間預かり保育実施日数195日 

●長期休業日の預かり保育24日(8時から18時まで) 
  春休み12日のうち7日実施 夏休み26日のうち15日実施 

  冬休み6日のうち2日実施 

  みやぎ台3-10-10 ☎448-7066 卒園生の多い小学校 大穴北小 三咲小 八木が谷小 

 英進幼稚園  

●1日の預かり時間帯(月～金) 

8時 18時 8時30分 15時 

   

※土曜日の預かり保育は7時30分から18時30分まで 

  二和東6-23-21 ☎447-2041 卒園生の多い小学校 三咲小 八木が谷小 二和小 

●年間預かり保育実施日数293日 

●長期休業日の預かり保育54日(7時30分から18時30分まで) 
  春休み12日のうち12日実施  夏休み37日のうち32日実施 

  冬休み10日のうち10日実施 

●1日の預かり時間帯(月～金・土) 

７時30分 18時30分 8時30分 14時15分 

   

 幼保連携型認定こども園二和ひつじ幼稚園   

  坪井町133-1 ☎456-1075 卒園生の多い小学校 坪井小 みどりが丘小 新木戸小 

●年間預かり保育実施日数228日 

●長期休業日の預かり保育32日(8時から18時まで) 
  春休み6日のうち3日実施  夏休み29日のうち21日実施 

  冬休み8日のうち  8日実施 

●1日の預かり時間帯(月～金) 

8時 18時 ９時 14時 

   

 坪井幼稚園  

※このパンフレットにおける春休み、夏休み、冬休みの日数は、日曜日・祝日及び年末年始(12/29～1/3)を除いた日数です。 

※1土曜日の預かり保育は8時から17時まで 

※3やきがやなかよし保育園の卒園生・関係者のみが対象です。 
※2時差登園制を採用している為、実際の教育時間帯はクラスにより異なります。  

(7時30分※3)8時 

  八木が谷2-18-1 ☎447-6729 卒園生の多い小学校 八木が谷小 八木が谷北小 三咲小 

●1日の預かり時間帯(月～金・土） ●年間預かり保育実施日数284日 

●長期休業日の預かり保育57日(8時から17時20分まで) 
  春休み15日のうち13日実施 夏休み37日のうち37日実施 

  冬休み16日のうち7日実施 

10時 17時20分(18時30分※3) 14時20分 

   

 八木ヶ谷幼稚園  

●年間預かり保育実施日数217日 

●長期休業日の預かり保育42日(8時から18時まで) 
  春休み14日のうち10日実施  夏休み31日のうち26日実施 

  冬休み 10日のうち 6日実施 

  坪井東4-7-1 ☎457-2055 卒園生の多い小学校 坪井小 習志野台第二小 みどりが丘小 

●1日の預かり時間帯(月～金) 

8時 18時 8時30分 13時30分 

   

 木の実幼稚園【満3歳児受入応相談】 

 ●この一覧の記載例 

幼稚園(預かり時間帯)一覧 
・各施設の預かり時間帯や年間の預かり保育実施日数などを記載しています。 

・各施設の教育方針やカリキュラムなどの詳細については、各施設までお問合せく

ださいますようお願いいたします。 

 ●預かり保育とは 
  幼稚園・認定こども園では、「預かり保育」として通常の教育時間の前後、春休みや夏休みなどでも園児をお預か 

  りしています。この預かり保育は、各施設ごとに実施時間や実施日などが異なりますので、この一覧を目安として 

  ご検討いただき、詳細については、各施設にご確認くださいますようお願いいたします。 

  

●幼稚園・認定こども園の預かり時間帯

 ●預かり保育 

(最早の施設) 

午前７時 

(最遅の施設) 

午後７時30分 

●預かり保育 

午前９時 午後2時 

教育時間 

R４.４.１現在 

●お問合せ先 
○預かり保育は、各施設ごとに実施日、時間帯などが異なりますので、詳細については、各施設に 

 お問合せください。 

○このパンフレットに関すること 

  船橋市健康福祉局 子育て支援部 保育認定課 ℡047-436-2329 

   市役所幼稚園 【満3歳児受入有】  

    湊町○-○-○ ☎○○○-○○○○ 卒園生の多い小学校 ○○○小 ○○○小 ○○○小 

 教育時間と預かり保育の時間帯を合わせた幼稚園の預かり時間、 

 預かり保育を実施する曜日など、施設ごとに異なります。 

※土曜日の預かり保育は○時から○時まで 

●年間預かり保育実施日数○○○日 

●長期休業日の預かり保育○○日(○時から○時まで) 
  春休み○○日のうち○○日実施 夏休み○○日のうち○○日実施 

  冬休み○○日のうち○○日実施 

●1日の預かり時間帯(月～金・土) 
７時 19時30分 ９時 14時 

   

年間の預かり保育実施予定日数、長期休業日（春休み・夏休み・ 

冬休み）における預かり保育の実施予定日数 

満3歳の誕生日を迎えた日から受入れできる施設 

※発行日現在の予定時間・予定実施日数になりますので、詳細については各施設にご確認ください。 

※春休み、夏休み、冬休みの日数は、日曜日・祝日及び年末年始(12/29～1/3)を除いた日数。 

各幼稚園のホームページに移ります。 

(左のコードは反応しません。） 



 

Page 2 ●南部地区の幼稚園と認定こども園 

 ●幼稚園 教育時間の時間帯 預かり保育の時間帯   

 ●認定こども園 

※水曜日の教育時間は13時30分まで 

  本町3-36-32 ☎424-3351 卒園生の多い小学校 船橋小 南本町小 湊町小 宮本小 海神小 

 船橋幼稚園  

●年間預かり保育実施日数221日 

●長期休業日の預かり保育41日(9時から16時まで) 
  春休み13日のうち13日実施 夏休み32日のうち23日実施 

  冬休み 11日のうち  5日実施 

●1日の預かり時間帯(月～金) 

17時30分 8時30分 14時30分 

   
8時 

 二葉幼稚園  

  海神5-7-14 ☎431-4701 卒園生の多い小学校 西海神小 海神小 南本町小 

●年間預かり保育実施日数 151日 

●長期休業日の預かり保育 17日(9時から17時まで) 
  春休み16日のうち 5日実施  夏休み36日のうち10日実施 

  冬休み11日のうち  2日実施 

●1日の預かり時間帯(月・火・木・金) 

17時 9時 14時 

  

 若松幼稚園【満3歳児受入有】 

  若松2-3-3 ☎431-7751 卒園生の多い小学校 若松小 宮本小 南本町小 湊町小 

●年間預かり保育実施日数207日 

●長期休業日の預かり保育31日(8時30分から17時30分まで) 
  春休み15日のうち3日実施  夏休み24日のうち22日実施 

  冬休み9日のうち6日実施 

●1日の預かり時間帯(月～金) 

8時 18時 ９時 14時 

   

※水曜日の教育時間は11時30分まで 

 海神幼稚園  

  海神6-18-34 ☎431-5708 卒園生の多い小学校 西海神小 海神南小 海神小 

●年間預かり保育実施日数 182日 

●長期休業日の預かり保育はありません。 
令和5年度より長期休暇中の預かり保育を年間30日程度実施予定 
 

●1日の預かり時間帯(月・火・水・木) 

17時 ９時 15時 

  

 

●年間預かり保育実施日数 222日 

●長期休業日の預かり保育 33日(8時15分から18時まで) 
  春休み7日のうち7日実施 夏休み19日のうち16日実施 

  冬休み11日のうち 10日実施 

 ひなぎく幼稚園【満3歳児応相談】 

  海神4-29-10  ☎420-3606 卒園生の多い小学校 海神小 西海神小 行田東小 塚田南小 

●1日の預かり時間帯(月～金) 

8時15分 18時 8時30分 13時45分 

  

●年間預かり保育実施日数 119日 

●長期休業日の預かり保育 18日(9時から17時まで) 
  春休み18日のうち5日実施 

  夏休み30日のうち10日実施  冬休み11日のうち3日実施 

●1日の預かり時間帯(月・火・木・金) 

17時 ９時 14時 

  

  宮本8-35-12 ☎424-5100 卒園生の多い小学校 宮本小 峰台小 若松小 

 恵楓幼稚園  

※土曜日の預かり保育は8時30分から18時まで 

  本町1-30-1 ☎405-9951 卒業生の多い小学校 船橋小 八栄小 海神小 

●年間預かり保育実施日数284日 

●長期休業日はありません。 

●1日の預かり時間帯(月～金・土） 

18時 8時30分 14時30分 

  

 そらまめこども園船橋駅前  

※このパンフレットにおける春休み、夏休み、冬休みの日数は、日曜日・祝日及び年末年始(12/29～1/3)を除いた日数です。 
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 ●認定こども園 

 

 幼保連携型認定こども園大浜幼稚園  

  薬円台4-6-3 ☎466-5720 卒園生の多い小学校 薬円台小 薬円台南小 七林小 

●年間預かり保育実施日数235日 

●長期休業日の預かり保育 50日(7時30分から19時まで) 
  春休み12日のうち 12日実施  夏休み31日のうち28日実施 

  冬休み10日のうち10日実施 

●1日の預かり時間帯(月～金) 

７時30分 19時 ９時 14時30分 

   

●年間預かり保育実施日数200日 

●長期休業日の預かり保育は実施していません。 

 認定こども園不二幼稚園【満3歳児受入応相談】 

●1日の預かり時間帯(月～金) 

17時 10時 14時 

  

  飯山満町2-666 ☎466-2925 卒園生の多い小学校 飯山満小 飯山満南小 中野木小 

※水曜日の教育時間は12時まで 

 認定こども園おひさま  

  前原西6-1-64  ☎476-7802 卒園生の多い小学校 中野木小 前原小 飯山満南小 

●年間預かり保育実施日数235日 

●長期休業日の預かり保育47日(8時30分から17時まで) 
  春休み12日のうち12日実施  夏休み30日のうち22日実施 

  冬休み13日のうち13日実施 

●1日の預かり時間帯(月～金) 

8時30分 17時 ９時 14時 

   

※第1水曜日の教育時間は11時30分まで 

  習志野台4-42-20 ☎465-3300 卒園生の多い小学校 薬円台小 七林小 習志野台第一小  

●年間預かり保育実施日数185日 

●長期休業日の預かり保育19日(9時から17時まで) 
  夏休み36日のうち15日実施  冬休み12日のうち4日実施 

●1日の預かり時間帯(月～金) 

8時 17時30分 9時 14時30分 

   

 瑞穂幼稚園  

※このパンフレットにおける春休み、夏休み、冬休みの日数は、日曜日・祝日及び年末年始(12/29～1/3)を除いた日数です。 

●年間預かり保育実施日数194日 

●長期休業日の預かり保育 10日 
  夏休み29日のうち10日実施 

〈自由登園期間６日間〉14時半～17時〈夏季保育期間４日間〉13時～18時 

 船橋小鳩幼稚園  

  三山5-34-3 ☎473-3734 卒園生の多い小学校 三山東小 田喜野井小 薬円台南小 

●1日の預かり時間帯(月～金) 

18時 8時15分 14時30分 

  

  習志野台6-11-22 ☎466-5082 卒園生の多い小学校 習志野台第二小 習志野台第一小 坪井小 

●年間預かり保育実施日数193日 

●長期休業日の預かり保育17日(8時30分から18時まで) 
  春休み8日のうち3日実施 夏休み29日のうち10日実施 

  冬休み9日のうち4日実施 

 船橋いづみ幼稚園  

※第3水曜日の教育時間は11時30分まで 

●1日の預かり時間帯(月～金) 

18時 8時30分 14時 

  

●預かり保育は実施していません 

 認定こども園モンテッソーリたんぽぽ子供の家 

  前原西4-30-22 ☎478-9172 卒園生の多い小学校 中野木小 前原小 谷津小  

●1日の預かり時間帯(月～金) 

９時 14時 

 
※水曜日の教育時間は13時まで 



Page 6 ●東部地区の幼稚園と認定こども園 

 

 ●幼稚園 教育時間の時間帯  預かり保育の時間帯  

 中台幼稚園  

●年間預かり保育実施日数224日 

●長期休業日の預かり保育  41日(8時から18時まで) 
  春休み16日のうち13日実施 夏休み35日のうち24日実施 

  冬休み5日のうち4日実施 

  前原東4-16-11 ☎472-7381 卒園生の多い小学校 前原小 二宮小 中野木小 飯山満小 

●1日の預かり時間帯(月～金) 

18時 8時30分 14時 

   

8時 

 

●年間預かり保育実施日数200日 

●長期休業日の預かり保育8日(9時から17時まで) 
  夏休み22日のうち8日実施 

  飯山満町1-640 ☎422-3447 卒園生の多い小学校 峰台小 飯山満南小 宮本小 中野木小 

 しんめい幼稚園  

●1日の預かり時間帯(月～金) 

17時 8時 14時30分 

  

8時40分 

 たきのい幼稚園  

  田喜野井6-20-3 ☎463-1986 卒園生の多い小学校 薬円台南小 二宮小 前原小 

●年間預かり保育実施日数223日 

●長期休業日の預かり保育30日(7時30分から18時まで) 
  春休み8日のうち8日実施 夏休み24日のうち18日実施 

  冬休み4日のうち4日実施 

●1日の預かり時間帯(月～金) 

７時30分 18時 ９時 14時10分 

   

  飯山満町3-1716-2 ☎467-1929 卒園生の多い小学校 飯山満小 七林小 高郷小 

●年間預かり保育実施日数196日 

●長期休業日の預かり保育25日(8時から17時まで) 
  夏休み29日のうち25日実施 

   

●1日の預かり時間帯(月～金) 

8時 17時 9時30分 14時 

   

 飯山満幼稚園【満3歳児受入応相談】  

※このパンフレットにおける春休み、夏休み、冬休みの日数は、日曜日・祝日及び年末年始(12/29～1/3)を除いた日数です。 

 すずらん幼稚園  

  三山3-40-8 ☎472-8726 卒園生の多い小学校 三山小 三山東小 田喜野井小 

●年間預かり保育実施日数218日 

●長期休業日の預かり保育33日(8時から18時30分まで) 
  春休み11日のうち4日実施  夏休み35日のうち26日実施 

  冬休み9日のうち3日実施 

●1日の預かり時間帯(月～金) 

8時 18時40分 ９時 14時10分 

   
※水曜日の教育時間は13時10分まで 

※土曜日の預かり保育は8時から18時まで 

  習志野台2-59-22 ☎466-2151 卒園生の多い小学校 習志野台第一小 坪井小 習志野台第二小 

●年間預かり保育実施日数281日 

●長期休業日の預かり保育61日(7時から19時まで) 
  春休み19日のうち18日実施  夏休み32日のうち31日実施 

  冬休み12日のうち12日実施 

●1日の預かり時間帯(月～金・土) 

７時 19時 8時30分 14時 

   

 習志野台幼稚園   

  前原西6-1-13 ☎474-0324 卒園生の多い小学校 中野木小 前原小 飯山満南小 

●年間預かり保育実施日数221日 

●長期休業日の預かり保育44日(8時から18時まで) 
  春休み16 日のうち16 日実施  夏休み28日のうち23日実施 

  冬休み  10日のうち  5日実施 

●1日の預かり時間帯(月～金) 

8時 18時 ９時 14時 

   

 冨士見第二幼稚園  

Page 3 ●西部地区の幼稚園 

 

 ●幼稚園 教育時間の時間帯 預かり保育の時間帯   

※半日保育の日の教育時間は11時30分まで 

 コスモス幼稚園  

  上山町3-512 ☎438-2790 卒園生の多い小学校 法典小 塚田小 法典西小 

●年間預かり保育実施日数228日 

●長期休業日の預かり保育  40日(8時から18時まで) 
  春休み11日のうち11日実施  夏休み22日のうち20日実施 

  冬休み11日のうち  9日実施 

●1日の預かり時間帯(月～金) 

8時 18時 8時30分 14時 

   

※水曜日の教育時間は13時まで。  

●年間預かり保育実施日数172日 

●長期休業日の預かり保育はありません。 

 西船幼稚園  

  西船2-32-25 ☎431-2932 卒園生の多い小学校 西海神小 葛飾小 行田西小 

●1日の預かり時間帯(月～金) 

8時 17時 10時 14時 

      

 清和幼稚園  

 健伸行田幼稚園   

  行田2-4-3 ☎439-2125 卒園生の多い小学校 行田東小 行田西小 塚田南小 

●年間預かり保育実施日数227日 

●長期休業日の預かり保育40日(8時から17時30分まで) 
  春休み13日のうち9日実施  夏休み29日のうち25日実施 

  冬休み8日のうち6日実施 

●1日の預かり時間帯(月～金) 

8時 17時30分 10時 14時 

   

※水曜日の教育時間は12時まで  

●年間預かり保育実施日数100日 

●長期休業日の預かり保育はありません。 

 

 葛飾幼稚園  

  西船4-16-4 ☎431-4463 卒園生の多い小学校 葛飾小 小栗原小 海神南小 

●1日の預かり時間帯(月・火・水・木) 

17時 9時 14時 

 

※このパンフレットにおける春休み、夏休み、冬休みの日数は、日曜日・祝日及び年末年始(12/29～1/3)を除いた日数です。 

 日の丸幼稚園【満3歳児受入有】 

  馬込西2-17-11 ☎438-4545 卒園生の多い小学校 法典東小 法典小 丸山小 

●年間預かり保育実施日数185日 

●長期休業日の預かり保育はありません。 

●1日の預かり時間帯(月～金) 

8時 16時 8時30分 14時 

   

 

 健伸幼稚園    

  丸山5-12-7 ☎438-7019 卒園生の多い小学校 法典東小 丸山小 塚田小 

●1日の預かり時間帯(月～金) 

７時15分 18時15分 10時 15時 

  

●年間預かり保育実施日数227日 

●長期休業日の預かり保育42日(7時15分から18時15分) 
  春休み11日のうち10日実施  夏休み30日のうち26日実施 

  冬休み9日のうち6日実施 

※水曜日及び午前保育の教育時間は11時30分まで 

  前貝塚町645 ☎439-1798 卒園生の多い小学校 塚田小 法典西小 塚田南小 

●年間預かり保育実施日数234日 

●長期休業日の預かり保育43日(7時30分から18時30分まで) 
  春休み15日のうち11日実施  夏休み35日のうち27日実施 

  冬休み  6日のうち  5日実施 

●1日の預かり時間帯(月～金) 

７時30分 18時30分 8時30分 14時30分 
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●中部地区の幼稚園と認定こども園 

 ●幼稚園 教育時間の時間帯 預かり保育の時間帯   

※水曜日は15時30分まで 

 シオン幼稚園【満3歳児受入有】 

  夏見6-6-6 ☎422-5644 卒園生の多い小学校 八栄小 夏見台小 船橋小 

●年間預かり保育実施日数177日 

●長期休業日の預かり保育17日(9時30分から13時30分まで) 
  春休み13日のうち4日実施  夏休み26日のうち10日実施 

  冬休み10日のうち3日実施 

●1日の預かり時間帯(月・火・木・金) 

8時30分 17時 ９時 14時 

   

 金杉幼稚園  

   金杉3-6-1 ☎439-2525 卒園生の多い小学校 夏見台小 八栄小 高根小 

●年間預かり保育実施日数170日 

●長期休業日の預かり保育17日(9時から15時まで) 
  春休み10日のうち3日実施 夏休み24日のうち10日実施 

   冬休み9日のうち4日実施 

●1日の預かり時間帯(月～金) 

8時 16時 9時 14時 

   

※このパンフレットにおける春休み、夏休み、冬休みの日数は、日曜日・祝日及び年末年始(12/29～1/3)を除いた日数です。 

●年間預かり保育実施日数182日 

●長期休業日の預かり保育19日(9時30分から17時まで) 
  夏休み33日のうち19日実施   

※水曜日の教育時間は12時まで   

 船橋ひかり幼稚園   

  二子町498 ☎047-335-5998 卒園生の多い小学校 小栗原小 葛飾小 海神南小 

●年間預かり保育実施日数240日 

●長期休業日の預かり保育52日(7時30分から19時まで) 
  春休み13日のうち13日実施  夏休み31日のうち31日実施 

  冬休み8日のうち8日実施 

●1日の預かり時間帯(月～金) 

７時30分 19時 ９時 14時 

  

●預かり保育は実施していません 

 木戸脇幼稚園【満3歳児受入応相談】 

  高根台7-17-3 ☎465-6401 卒園生の多い小学校 高根東小 高根台第三小 高郷小 

●1日の預かり時間帯(月～金) 

９時 14時 

 

  金杉8-4-12 ☎448-3960 卒園生の多い小学校 金杉台小 金杉小 二和小 

 第二船橋ひまわり幼稚園【満3歳児受入有】  

●年間預かり保育実施日数174日 

●長期休業日の預かり保育30日(9時から15時まで) 
春休み16日のうち5日実施  夏休み26日のうち20日実施  

冬休み11日のうち5日実施 

●1日の預かり時間帯(月～金) 

17時30分 ９時 14時 

   

８時 

 山野幼稚園 

  西船2-10-7 ☎431-2431 卒園生の多い小学校 西海神小 海神南小 南本町小 

※水曜日の教育時間は11時30分まで 

●1日の預かり時間帯(月～金) 

18時 9時 14時 

  

Page 5 ●中部地区の幼稚園と認定こども園 

 ●認定こども園 

 

※水曜日（月1回）の教育時間は11時30分まで 

  高根台1-1-1 ☎465-2555 卒園生の多い小学校 高根台第三小 高根台第二小 二和小 

●年間預かり保育実施日数210日 

●長期休業日の預かり保育25日(8時から18時まで) 
  春休み13日のうち3日実施   夏休み29日のうち19日実施 

  冬休み9日のうち3日実施 

●1日の預かり時間帯(月～金) 

8時 18時 ９時 14時 

   

 冨士見幼稚園【満3歳児受入有】 

●年間預かり保育実施日数239日 

●長期休業日の預かり保育42日(7時30分から19時まで) 
  春休み13日のうち13日実施  夏休み24日のうち24日実施 

  冬休み  5日のうち  5日実施 

●1日の預かり時間帯(月～金) 

７時30分 19時 ９時 14時 

   

  緑台2-6 ☎448-3311 卒園生の多い小学校 高根小 高根東小 金杉小 二和小  

 みどり台幼稚園【満3歳児受入有】 

  芝山2-5-17 ☎467-6059 卒園生の多い小学校 芝山西小 芝山東小 高根東小 

●年間預かり保育実施日数235日 

●長期休業日の預かり保育  39日(8時から18時まで) 
  春休み15日のうち13日実施  夏休み25日のうち20日実施 

  冬休み7日のうち6日実施 

●1日の預かり時間帯(月～金) 

8時 18時 ９時 14時 

   

 みのり第二幼稚園  

●年間預かり保育実施日数230日 

●長期休業日の預かり保育39日(9時から17時まで) 
  春休み10日のうち 10日実施  夏休み23日のうち23日実施 

  冬休み  6日のうち  6日実施 

 認定こども園栄光幼稚園  

  芝山3-10-9 ☎464-8084 卒園生の多い小学校 芝山東小 芝山西小 飯山満南小 

●1日の預かり時間帯(月～金) 

18時30分 ９時 14時 

  

7時30分 

 

※土曜日の預かり保育は7時30分から18時30分まで 

 高根台文化こども園 【満3歳児受入応相談】 

  高根台3-3-2 ☎466-2511 卒園生の多い小学校 高根台第二小 古和釜小 習志野台第一小 

●年間預かり保育実施日数238日 

●長期休業日の預かり保育53日(7時から19時まで) 
  春休み14日のうち14日実施  夏休み34日のうち34日実施 

  冬休み5日のうち5日実施 

●1日の預かり時間帯(月～金・土） 

７時 19時 8時30分 14時20分 

   

※このパンフレットにおける春休み、夏休み、冬休みの日数は、日曜日・祝日及び年末年始(12/29～1/3)を除いた日数です。 

 船橋ひまわり幼稚園【満3歳児受入有】   

  夏見5-26-22 ☎422-7051 卒園生の多い小学校 八栄小 市場小 夏見台小 

●年間預かり保育実施日数180日 

●長期休業日の預かり保育27日(9時から15時まで) 
  春休み15日のうち5日実施  夏休み23日のうち18日実施 

  冬休み6日のうち4日実施 

●1日の預かり時間帯(月～金) 

17時30分 ９時 14時 

   

8時 

※満3歳児は8時から16時まで 

※幼稚園が指定する休業日の預かり保育は7時から19時30分まで 

  夏見台2-16-1 ☎429-7231 卒園生の多い小学校 夏見台小 塚田南小 八栄小 

 夏見台幼稚園【満3歳児受入有】 

●年間預かり保育実施日数243日 

●長期休業日の預かり保育51日(7時から19時30分まで) 
  春休み17日のうち14日実施 夏休み37日のうち31日実施 

  冬休み  9日のうち  7日実施 

●1日の預かり時間帯(月～金) 

７時 19時30分 ９時 14時 

   


