効 果 的 な 戦 略 を ご提案します。
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私た

南部ブロック
東部ブロック

発行部数

70,000部

ママに必ず
届くシステム

西部ブロック
北部ブロック

隔月15日
幼稚園・保育園へ
お届けします

（2015年3月現在 70,456部）

白岡市

●埼玉県内幼稚園・保育園 432園配付
●埼玉県内子育て支援センター175カ所

先生から園児に
渡されます

南部ブロック
（132園/22カ所）
………17,980部
東部ブロック
（92園/58カ所）…………17,994部
園児からお母さんへ
渡されます

西部ブロック
（119園/58カ所）
………19,234部
北部ブロック
（89園/37カ所）…………15,248部

※一部設置配布園がございます。

埼 玉 県 配 布 先 一 覧
南部ブロック
（52園）
…………………………3,312部

■熊谷市（14園）……………………………1,345部

■神川町（1園）……………………………………40部

■深谷市（6園）…………………………………565部

■皆野町（1園）……………………………………30部

■日高市（2園）………………………………………330部

■さいたま市（47園）……………………………3,132部

■本庄市（3園）…………………………………240部

■秩父市（1園）……………………………………50部

■川口市（20園）…………………………………4,073部

■志木市（2園）………………………………………710部

■川口市（4園）………………………………………150部

■上里町（2園）…………………………………280部

■寄居町（1園）…………………………………110部

■蕨市（3園）…………………………………………375部

■新座市（4園）………………………………………700部

■戸田市（1園）…………………………………………30部

■美里町（4園）…………………………………160部

■戸田市（6園）……………………………………1,475部

■ふじみ野市（4園）…………………………………480部

南部ブロック
（80園）
………………………13,598部

■鳩山町（1園）…………………………………………30部

■さいたま市（51園）……………………………7,675部

東部ブロック
（81園）
………………………13,347部

■小川町（2園）………………………………………450部

東部ブロック
（11園）
…………………………1,262部

■飯能市（3園）………………………………………510部

■幸手市（1園）…………………………………………80部

■三郷市（8園）……………………………………1,865部

■和光市（1園）………………………………………260部

■久喜市（3園）………………………………………470部

■八潮市（5園）………………………………………810部

■入間市（2園）………………………………………460部

■加須市（2園）………………………………………122部

■草加市（14園）…………………………………2,990部

■三芳町（2園）………………………………………290部

■吉川市（2園）………………………………………250部

■越谷市（16園）…………………………………2,342部

■所沢市（5園）……………………………………735部

■草加市（1園）…………………………………………30部

■吉川市（3園）………………………………………980部
■松伏町（3園）………………………………………375部

北部ブロック
（49園）
…………………………8,798部

私立保育園

私立幼稚園

■狭山市（4園）………………………………………470部

■八潮市（1園）…………………………………………30部
■羽生市（1園）………………………………………280部

■春日部市（17園）………………………………2,,115部

■上尾市（11園）…………………………………2,600部

■宮代町（2園）………………………………………230部

■伊奈町（2園）………………………………………490部

■白岡市（1園）………………………………………190部

■桶川市（5園）……………………………………1,080部

■幸手市（5園）………………………………………490部

■北本市（2園）………………………………………247部

■狭山市（7園）………………………………………260部

■久喜市（4園）………………………………………540部

■鴻巣市（4園）………………………………………700部

■川越市（1園）………………………………………50部

■羽生市（3園）………………………………………420部

■行田市（5園）………………………………………965部

■鳩山町（2園）………………………………………300部

■熊谷市（6園）……………………………………1,040部

■入間市（9園）……………………………………965部

■本庄市（6園）………………………………………713部

■朝霞市（9園）……………………………………666部

■川越市（17園）…………………………………2,735部

■秩父市（5園）………………………………………640部

■新座市（4園）………………………………………187部

■朝霞市（5園）……………………………………1,240部

■上里町（1園）………………………………………183部

■富士見市（6園）…………………………………1,345部

■美里町（1園）………………………………………100部

■鶴ヶ島市（4園）……………………………………381部

■長瀞町（1園）…………………………………………40部

西部ブロック
（75園）
………………………12,786部

西部ブロック
（44園）
…………………………3,223部
■所沢市（12園）……………………………………795部

北部ブロック
（40園）
………………………3,605部
■鴻巣市（1園）………………………………………160部

■東松山市（6園）…………………………………1,345部

■桶川市（1園）…………………………………………70部

■坂戸市（2園）………………………………………305部

■上尾市（2園）………………………………………215部

■毛呂山町（2園）……………………………………225部

■伊奈町（1園）…………………………………………90部

■越生町（1園）…………………………………………80部

■行田市（2園）……………………………………250部

子育て支援センター
（175ヵ所10,525部）
南部ブロック
（22ヵ所1,070部）
さいたま市（16ヵ所770部）…●子育て支援センターうらわ
●子育て支援センターよの ●子育て支援センターいわつき
●子育て支援センターさいのこ ●子育て支援センターさいた
ま北 ●子育て支援センターさくら ●ハーモニー保育園子育
て支援センター ●与野本町保育園子育て支援センター
●大砂土保育園子育て支援センター ●今羽保育園子育て支
援センター ●にじいろ保育園子育て支援センター ●保育園
萌夢子育て支援ｾﾝﾀｰ ●かわいデイナースリー保育園子育て支
援センター ●あいう園美園子育て支援センター ●ゆめいろ
保育園子育て支援センター ●子育て支援センターみなみ、
川口市（1ヵ所100部）…●子育て支援センター風の子広場
戸田市（5ヵ所200部）…●あけぼの保育園子育て支援センター
●西部親子ふれあい広場 ●戸田駅前さくら草保育園子育て支
援センター ●戸田市役所児童青少年課 ●とだ虹保育園子
育て支援センター
東部ブロック
（58ヵ所3,385部）
三郷市（5ヵ所270部）…●つどいの広場いちごサロン ●三郷
市高州地区文化センターつどいの広場ひだまり広場 ●八木郷
子育て支援センター ●三郷市立南児童センターきりんサロン
●つどいの広場すまいるサロン
八潮市（1ヵ所50部）…●楽習館子育てひろば
草加市（8ヵ所320部）…●親子のひろばのびーすく旭町
●きたうら保育園地域子育て支援センター ●乳幼児サロン
おもちゃばこ ●親子のひろばのびーすく青柳 ●つどいの広場
おひさま ●つどいの広場 ばぶハウス ●ママサロンもくば
●草加市子育て支援センター
越谷市（10ヵ所660部）…●北越谷保育ステーション ●おお
たけ保育園地域子育て支援センターたけのこ ●越谷社会福祉
協議会地域福祉課 ●越谷市子育てサロン 児童館ヒマワリ
●越谷市子育てサロン つどいの広場 はぐはぐ ●ＮＰＯ法
人 子育てサポーター・チャオ ●越谷市地域子育て支援セン
ターにこにこ ●認定こども園わかばの森 地域子育て支援セン
ター森のひろば ●袋山保育園地域子育て支援センターたんぽ
ぽ ●地域子育て支援センターちきんえっぐ
春日部市（9ヵ所800部）…●一ノ割自然保育園「わかたけ」
●庄和子育て支援センター ●さくらんぼ ●緑の森保育園サ
ロン ●大増のぞみ保育園 ポップンクラブ ●春日部子育て
支援センター ●い・つ・も ゆめ色 ●アートチャイルドケア
春日部子育て支援センター「たんぽぽルーム」 ●春日部市庄和
児童ｾﾝﾀｰ スマイルしょうわ
蓮田市（1ヵ所50部）…●蓮田市児童センター子育てひろば
白岡市（3ヵ所260部）…●白岡市子育て支援センター「はぴち
る」 ●白岡市子育てサロン「らぶちる」 ●白岡市子育てサロ
ン
「ぷりちる」
幸手市（2ヵ所130部）…●幸手市児童館子育て支援センター
●子育て支援拠点 どんぐりキッズ幸手
久喜市（10ヵ所420部）…●栗橋地域子育て支援センター くぷ

る ●久喜地域子育て支援センター ぽかぽか ●久喜市立鷲
宮子育て支援センター
●地域子育て支援センター わしの子 ●はるみ保育園子育て
支援センター あろは ●おおしか保育園 子育て支援セン
ター ばんびるーむ ●おばやし保育園 子育て支援センター
いちご広場 ●さくらだ保育園 子育て支援センター カシ
オペア ●エンゼル東子育て支援センター あけぼのランド
●クッキーこども広場
羽生市（3ヵ所120部）…●子育て支援センターぷちToNe
●子育て支援センターふたばくらぶ ●きむら保育園
加須市（4ヵ所205部）…●愛の泉ふれあいホーム ●加須保
育園子育て支援センター ●北川辺保育所子育て支援センター
●大利根子育て支援センターぴっぴ
松伏町（2ヵ所100部）…●松伏町役場児童福祉センター
●松伏町地域子育て支援センター
西部ブロック
（58ヵ所3,225部）
川越市（7ヵ所480部）…●川越市地域子育て支援センター
●風の子保育園子育て支援センター ●増美保育園子育て支
援センター ●マーガレット保育園つどいの広場 ●伊佐沼す
まいる保育園つどいの広場 ●さくらんぼ保育園つどいの広場
●連雀町つどいの広場
朝霞市（2ヵ所80部）…●朝霞どろんこ保育園子育て支援セン
ターちきんえっぐ ●さくらんぼ
富士見市（3ヵ所180部）…●ふじみ野保育園子育て支援セン
ター にこにこひろば ●子育て支援センターけやきっ子
●富士見すくすく保育園 子育て支援センター きーちゃん広場
鶴ヶ島市（3ヵ所225部）…●鶴ヶ島市上広谷児童館 ●かこの
こ子育てセンター「みけ＆みに」 ●西つどいの広場ぽけっと
東松山市（3ヵ所120部）…●まつやま保育園子育て支援セン
ター ●子育て支援センター ソーレ ●仲よし保育園・子育
てひろば
坂戸市（5ヵ所220部）…●千代田児童センター ●坂戸市大
家児童センター ●板戸市三芳野児童センター ●坂戸児童
センター ●坂戸市つどいの広場
日高市（2ヵ所100部）…●地域子育て支援センターくるみ
●日高どろんこ保育園
志木市（5ヵ所170部）…●いろは子育て支援センター ●志木
子育てサロン ●西原子育て支援センター ●志木子育てサロ
ン ●宗岡子育て支援センター
和光市（6ヵ所190部）…●キッズエイド和光子育て支援セン
ター ●和光市みなみ子育て支援センター ●しらこ子育て支
援センター ●しもにいくらミニ子育て支援センター ●おや
こ広場 もくれんハウス ●ゆめの木チャット
新座市（6ヵ所260部）…●栄保育園地域子育て支援センター
るーえん ●大和田地域子育て支援センター グラン・マ
●山びこ保育園地域子育て支援センター 山ゆり ●すぎのこ
保育園地域子育て支援センター つぼみ ●光第二保育園地
域子育て支援センター りんご ●竹の子保育園地域子育て支

援センター「さわらび」
入間市（2ヵ所230部）…●こどものくに保育園子育て支援セン
ター ●子育て家庭支援センターあいくる
狭山市（2ヵ所330部）…●堀兼みつばさ保育園子育て支援セン
ター ●子育てプレイス奥富
所沢市（3ヵ所130部）…●優々保育園子育て支援センター
●わかたけ保育園子育て支援センター ●ところっこ広場
三芳町（1ヵ所50部）…●桑の実おひさま広場
越生町（1ヵ所100部）…●子育て支援センターすくすく
毛呂山町（1ヵ所90部）…●毛呂山みどり保育園子育て支援セン
ター
小川町（1ヵ所50部）…●小川町つどいの広場
川島町（1ヵ所50部）…●地域子育て支援センター
吉見町（1ヵ所50部）…●子育て支援センター
滑川町（1ヵ所10部）…●ハルム保育園
東秩父村（1ヵ所10部）…●東秩父村子育て支援センター
北部ブロック
（37ヵ所2,845部）
上尾市（6ヵ所220部）…●ゆうゆうくじら保育園「くじらの親子」
●上尾市つどいの広場「あそぼうよ」●さつき保育園「さくら
んぼ」 ●りらのひろば ●つつじヶ丘地域子育て支援センター
●パオちゃん広場
熊谷市（8ヵ所1,175部）…●新里第二保育園子育て支援セン
ター ●たじまっ子倶楽部 ●熊谷市役所子供課 ●子育て広
場「どんぐりメイト」 ●0.1.2.3さいくまっぺ広場 ●荒川子育
て広場「きらきら」 ●立正大学子育て支援センター「ベアリス」
●篭原のこキッズ保育園
本庄市（3ヵ所180部）…●児玉保育園子育て支援センター
With ●西光保育園子育て支援センター ●児玉つどいの広
場
深谷市（6ヵ所510部）…●深谷保育園 ●おかべ子育て支援
センター ●川本のこキッズ保育園子育て支援センター
●明戸子育て支援センター ●川本子育て支援センター
●あけぼの保育園子育て支援センター
桶川市（3ヵ所230部）…●桶川市子育て支援センター ●ＣＯ
ＣＯひろば坂田 ●桶川市日出谷子育て支援センター
秩父市（3ヵ所100部）…●秩父市子育て支援センター ●かみ
たのこども園子育て支援センター ●原谷公民館子育てサロン
北本市（2ヵ所120部）…●中丸保育園子育て支援センター
●北本市地域子育て支援拠点Ｃｏｃｃｏひろば
伊奈町（1ヵ所30部）…●つどいの広場（ふれあい活動セン
ター）
横瀬町（1ヵ所30部）…●かわせみひろば
長瀞町（1ヵ所20部）…●長瀞町世代間交流支援センター
小鹿野町（1ヵ所50部）…●小鹿野町子育て支援センター
神川町（1ヵ所30部）●神川町子育て支援センター
寄居町（1ヵ所20部）…●寄居町子育て支援センター
杉戸町（1ヵ所130部）…●杉戸子育て支援センター

