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はお近くの でも手に入ります
配布終了している場合もありますので、園の先生に聞いてみてくださいネ。品切の場合はご容赦下さい

●和泉市
　和泉市立くすのき保育園
　和泉市立鶴山台第一保育園
　和泉市立芦部保育園
　和泉市立国府第二保育園
　和泉市立国府第一保育園
　和泉市立緑ヶ丘保育園
　和泉市立北松尾保育園
　和泉市立和泉保育園
　和泉市立北池田保育園
　社会福祉法人泉州三和会 認定こども園 信太保育園
　社会福祉法人いずみひばり会 認定こども園 クレアール保育園
　社会福祉法人いずみひばり会 認定こども園 てらかど保育園
　社会福祉法人誠心福祉会 認定こども園 池上わかばこども園
　社会福祉法人和泉福祉会　認定こども園ひかりGreen Well
　社会福祉法人清真会 認定こども園 すいせん保育園
　社会福祉法人慈泉福祉会 認定こども園 Kidsまゆみ
　社会福祉法人 不易創造館　みなまつ保育園
　社会福祉法人いずみひばり会 認定こども園 たつのおか保育園
　社会福祉法人 不易創造館 認定こども園 横山きのみ保育園
　和泉市立北池田幼稚園 
　和泉市立伯太幼稚園 
　和泉市立北松尾幼稚園 
　和泉市立国府幼稚園 
　学校法人和泉マリア学園　和泉カトリック幼稚園
　学校法人福原学園 認定こども園 上代幼稚園
　学校法人和泉宮学園　和泉幼稚園
　学校法人奥野学園　和泉緑ヶ丘幼稚園
　学校法人浩陽学園 認定こども園 和泉チャイルド幼稚園
　学校法人嶋田学園　鶴山台明徳幼稚園
　学校法人嶋田学園　鶴山台国際幼稚園
　学校法人スピノラ学園　双百合幼稚園
　学校法人日高学園　聖ヶ岡幼稚園
　学校法人ルンビニ学園 認定こども園 光明台幼稚園
　学校法人清泉学園　ひばり幼稚園
　学校法人愛集学園 認定こども園 あいしゅう幼稚園
　たんぽぽ保育所・府中園
　レインボー　インターナショナルスクール
　のぞみ保育園 
　いずみ・エンゼルハウス北松尾
　子育て支援センター ハッピーランド
　和泉市役所　生きがい健康部　子育て支援室 
　和泉市役所 こども部 こども未来室

●高石市
　高石市立綾園保育所
　社会福祉法人不易創造館 幼保連携型認定こども園加茂保育園
　社会福祉法人南海福祉事業会 認定こども園 南海愛児園
　社会福祉法人南海福祉事業会 東羽衣こども園
　社会福祉法人南海福祉事業会 認定こども園羽衣保育園
　社会福祉法人浜寺会 認定こども園 たかいし保育園
　高石市立北幼稚園 
　高石市立加茂幼稚園 
　学校法人慈光学園 認定こども園 せいこう幼稚園
　学校法人 認定こども園 浜寺幼稚園
　ＮＰＯ法人子育て支援　グーチョキパー
　高石市役所　子育て支援課
 
●泉大津市
　泉大津市立条東保育所
　泉大津市立戎保育所
　泉大津市立要保育所
　社会福祉法人豊中福祉会 みらいずこども園
　社会福祉法人因明会　認定こども園 ぱる
　社会福祉法人南海福祉事業会南海かもめ認定こども園
　学校法人村川学園　すこやか認定こども園
　社会福祉法人女子慈教寮　とれぞあ子ども園
　泉大津市立条東幼稚園
　泉大津市立条南幼稚園
　泉大津市立穴師幼稚園

　泉大津市立旭幼稚園
　泉大津市立えびす認定こども園
　泉大津市立浜幼稚園
　泉大津市立かみじょう認定こども園
　泉大津市立くすのき認定こども園
　オレンジ保育園 
　泉大津シード保育園
　泉大津市役所　こども未来課

 
 ●忠岡町
　忠岡町立忠岡保育所
　忠岡町立東忠岡保育所 
　社会福祉法人レイクアルスター　チューリップ保育園
　忠岡町立忠岡幼稚園 
　いちご保育園
　忠岡町立東忠岡幼稚園 
　忠岡町役場　子育て支援課

●岸和田市
　岸和田市立城北保育所
　岸和田市立春木保育所 
　岸和田市立大宮保育所　
　岸和田市立千喜里保育所 
　岸和田市立浜保育所　
　岸和田市立城内保育所 
　岸和田市立八木北保育所　
　岸和田市立山直北保育所　
　岸和田市立旭保育所　
　岸和田市立修斉保育所　
　岸和田市立桜台保育所
　社会福祉法人さくら福祉会　中央保育園　
　社会福祉法人　久米田保育園
　社会福祉法人光陽会　光陽保育園
　社会福祉法人恵壽会 東岸和田こども園
　社会福祉法人阪南福祉事業会 幼保連携型認定こども園 八木こども園
　社会福祉法人　星光保育園　星光こども園
　社会福祉法人五風会 認定こども園 五風会
　社会福祉法人森の子会 はちまん認定こども園
　社会福祉法人やまだい福祉会 認定こども園 やまだい保育園
　社会福祉法人さくら福祉会　めだか保育園
　社会福祉法人阪南福祉事業会 山直南こども園
　社会福祉法人　双葉児童園
　社会福祉法人　この花こども園
　社会福祉法人光生会　ピープル久米田チャイルドスクール
　社会福祉法人光明福祉会　光明保育園
　社会福祉法人杉乃木福祉会　杉乃木保育園
　社会福祉法人真友真会　Dolce Bambini(ドルチェバンビーニ）
　社会福祉法人和秀会 東光こども園
　社会福祉法人光生会　ピープル八木南チャイルドスクール
　社会福祉法人光生会ピープル大芝 チャイルドスクール
　社会福祉法人千亀利会 認定こども園 天神山保育園
　岸和田市立山滝幼稚園
　岸和田市立大芝幼稚園
　岸和田市立旭幼稚園
　岸和田市立山直北幼稚園
　岸和田市立太田幼稚園
　岸和田市立朝陽幼稚園
　岸和田市立大宮幼稚園
　岸和田市立城北幼稚園
　岸和田市立新条幼稚園
　岸和田市立春木幼稚園
　岸和田市立浜幼稚園
　岸和田市立山直南幼稚園
　岸和田市立東葛城幼稚園
　岸和田市立城東幼稚園
　岸和田市立八木北幼稚園
　岸和田市立八木幼稚園
　岸和田市立光明幼稚園
　岸和田市立八木南幼稚園

　岸和田市立常盤幼稚園
　岸和田市立東光幼稚園
　岸和田市立天神山幼稚園
　岸和田市立修斉幼稚園
　岸和田市立岸城幼稚園
　学校法人和泉学園　岸和田いずみ幼稚園
　学校法人ザビエル学園　聖母幼稚園
　学校法人ザビエル学園　春木カトリック幼稚園
　きのこ園
　岸和田ひまわり保育園　
　フレンドさくらがおか（ＮＰＯ法人）
　岸和田市立子育て支援センターさくらだい 
　岸和田市役所　子育て支援課
 　
●貝塚市
　貝塚市立木島認定こども園
　貝塚市立葛城認定こども園
　貝塚市立三ツ松認定こども園
　貝塚市立津田認定こども園
　社会福祉法人貝塚中央福祉会 貝塚中央こども園
　社会福祉法人七彩学舎 認定こども園  ピアニィ道教寺
　社会福祉法人七彩学舎 認定こども園 パルティ道教寺
　社会福祉法人貝塚中央福祉会 東山こども園
　社会福祉法人貝塚南保育園　貝塚南こども園
　社会福祉法人白小鳩福祉事業会 認定こども園 橋本保育所
　社会福祉法人泉州福祉会　ひさほ保育園
　社会福祉法人白小鳩福祉事業会　久保保育所
　社会福祉法人脇浜保育園　わきはまこども園
　社会福祉法人脇浜保育園　おおぞらこども園
　社会福祉法人ときわ福祉会　ひがし保育園
　社会福祉法人貝塚中央福祉会 認定こども園 まーぶるこども園
　社会福祉法人白小鳩福祉事業会　海塚保育所
　社会福祉法人千寿会 認定こども園 永寿台保育園
　貝塚市立北幼稚園
　貝塚市立西幼稚園
　貝塚市立東幼稚園
　貝塚市立南幼稚園
　貝塚市立木島西幼稚園
　貝塚市立中央幼稚園
　学校法人願月学園　清児幼稚園
　学校法人楠學院　二色幼稚園
　学校法人長楽寺学園　こぎ幼稚園
　学校法人ザビエル学園　貝塚カトリック幼稚園
　学校法人長栄学園 認定こども園 木島幼稚園
　貝塚市子育て支援センター
　貝塚市役所　子育て支援課
　貝塚市役所　児童福祉課
　子育て支援センター「ひだまり」
　NPO法人えーる 

●泉佐野市 
　泉佐野市立さくらこども園
　学校法人ザビエル学園　カトリック天使幼稚園
　社会福祉法人 杉の子会 こども園 つばさ
　社会福祉法人 杉の子会 こども園 杉の子
　社会福祉法人 水平会 つるはら保育園 
　社会福祉法人幸楽会 認定こども園 こだま保育園
　社会福祉法人泉佐野ルーテル福祉会　認定子ども園泉佐野ルーテル保育園
　社会福祉法人あおい会　あおいこども園
　社会福祉法人泉ヶ丘福祉会 認定こども園 泉ヶ丘保育園
　社会福祉法人光会 認定こども園 上之郷保育園
　社会福祉法人清和会　清和こども園
　社会福祉法人みやび　ひかりこども園
　社会福祉法人日根野福祉会　ひねの保育園
　社会福祉法人常茂恵会 認定こども園 下瓦屋保育園
　社会福祉法人幸楽会 認定こども園 泉佐野すえひろ保育園
　泉佐野市立のぞみこども園 
　泉佐野市立はるかこども園 
　学校法人真曜学園　安松幼稚園
　社会福祉法人日新親友会 認定こども園 なかよし保育園

一覧配布園・施設

配布園・施設の
場所がスマホで

調べやすく
なりました！

保育所
（園）

幼稚園● ●こ認定

ども園
　泉佐野市立地域子育て支援センター　つくしんぼ
　泉佐野市役所　子育て支援課

●熊取町
　熊取町立北保育所
　熊取町立中央保育所
　熊取町立西保育所
　熊取町立東保育所
　社会福祉法人阪南福祉事業会 さくらこども園
　社会福祉法人アトム共同福祉会　アトム共同保育園
　社会福祉法人アトム共同福祉会　つばさ共同保育園
　学校法人池浦学園　熊取みどり幼稚園
　学校法人誠優学園　フレンド幼稚園
　社会福祉法人 永楽福祉会 すみれ保育園
　熊取町役場　子ども家庭課
 
●田尻町
　田尻町立保育所
　田尻町立幼稚園
　田尻町役場 民生部 こども課

●泉南市
　泉南市立 なるにっこ認定こども園
　泉南市立 髙陽会 浜保育所
　社会福祉法人恵由福祉会認定こども園 信達こども園
　社会福祉法人三谷園　ココアンジュ新家
　社会福祉法人貝塚中央福祉会 たるいこども園
　社会福祉法人ルンビニ園 認定こども園 西信達くねあ
　株式会社ニチイ学館 ニチイキッズ泉南保育園
　泉南市立あおぞら幼稚園 
　泉南市立くすのき幼稚園 
　学校法人いづみ学園　砂川幼稚園
　学校法人いづみ学園　砂川第二幼稚園
　りとる　愛　らんど 
　泉南市地域子育て支援センター　ひだまり
　泉南市役所 保育子育て支援課

●阪南市
　阪南市立石田保育所
　阪南市立下荘保育所
　阪南市立尾崎保育所
　社会福祉法人阪南福祉会 しいの実こども園
　阪南市立尾崎幼稚園
　阪南市立朝日幼稚園
　阪南市立はあとり幼稚園
　阪南市立まい幼稚園
　学校法人いづみ学園　さつき台幼稚園 
　学校法人いづみ学園　桃の木台幼稚園 
　社会福祉法人夢らんど二田 アルン西鳥取こども園
　社会福祉法人任天会 認定こども園 桃の木の森こども園
　社会福祉法人根来学園　ワンワン認定こども園
　ちびっこ・エンゼル園 
　子育て総合支援センター
　阪南市役所 子ども家庭課
 
●岬町
　岬町立淡輪保育所
　岬町立深日保育所
　岬町立多奈川保育所
　岬町立淡輪幼稚園
　学校法人教円学園 認定こども園 教円幼稚園
　学校法人ザビエル学園　海星幼稚園
　岬町立子育て支援センター 「みどりっこ」
　岬町役場　岬町しあわせ創造部子育て支援課

泉州広告株式会社 まみたん事務局（平日：10時～17時）

メール：web@sensyuad.co.jp
☎072-437-3005

保育所（園）・認定こども園・幼稚園にまみたんを無料でお届けします。

部数などの詳細は下記電話・メールでお気軽にご相談ください。


