
2018 チューリップ球根配布事業 決定園
1 大阪市立 常盤幼稚園 40 大阪市立 菅南幼稚園 79 八尾市立 南高安幼稚園 118 岸和田市立 城北幼稚園

2 大阪市立 日東幼稚園 41 大阪市立 姫島幼稚園 80 八尾市立 志紀幼稚園 119 岸和田市立 東光幼稚園

3 大阪市立 立葉幼稚園 42 大阪市立 粉浜幼稚園 81 八尾市立 龍華幼稚園 120 岸和田市立 常盤幼稚園

4 大阪市立 田川幼稚園 43 大阪市立 鶴橋幼稚園 82 柏原市立 堅下幼稚園 121 岸和田市立 修斉幼稚園

5 大阪市立 今里幼稚園 44 堺市立 百舌鳥幼稚園 83 柏原市立 堅上幼稚園 122 岸和田市立 新条幼稚園

6 大阪市立 東小橋幼稚園 45 堺市立 三国丘幼稚園 84 柏原市立 柏原西幼稚園 123 貝塚市立 木島西幼稚園

7 大阪市立 桜宮幼稚園 46 堺市立 白鷺幼稚園 85 柏原市立 国分幼稚園 124 貝塚市立 北幼稚園

8 大阪市立 海老江西幼稚園 47 堺市立 八田荘幼稚園 86 柏原市立 玉手幼稚園 125 泉佐野市 さくらこども園

9 大阪市立 鯰江幼稚園 48 堺市立 北八下幼稚園 87 松原市立 四つ葉幼稚園 126 泉佐野市 のぞみ子ども園

10 大阪市立 西野田幼稚園 49 堺市立 登美丘東幼稚園 88 松原市立 まつかぜ幼稚園 127 泉佐野市 はるか幼稚園

11 大阪市立 南幼稚園 50 堺市立 みはら大地幼稚園 89 松原市立 松原西幼稚園 128 泉南市立 くすのき幼稚園

12 大阪市立 味原幼稚園 51 堺市立 津久野幼稚園 90 羽曳野市 西浦幼稚園 129 阪南市立 はあとり幼稚園

13 大阪市立 北中道幼稚園 52 池田市立 さくら幼稚園 91 富田林市 青葉丘幼稚園 130 阪南市立 まい幼稚園

14 大阪市立 東中本幼稚園 53 池田市立 ひかり幼稚園 92 大阪狭山市立 半田幼稚園 131 阪南市立 朝日幼稚園

15 大阪市立 桃園幼稚園 54 池田市立 あおぞら幼稚園 93 大阪狭山市立 大阪狭山市立こども園 132 阪南市立 尾崎幼稚園

16 大阪市立 堀江幼稚園 55 池田市立 なかよしこども園 94 大阪狭山市立 東野幼稚園 133 府立 生野聴覚支援学校幼稚部

17 大阪市立 日吉幼稚園 56 箕面市立 せいなん幼稚園 95 大阪狭山市立 東幼稚園 134 府立 大阪中央聴覚支援幼稚部

18 大阪市立 銅座幼稚園 57 箕面市立 なか幼稚園 96 太子町立 太子町立幼稚園 135 府立 堺聴覚支援学校

19 大阪市立 大和田幼稚園 58 吹田市立 千里新田幼稚園 97 泉大津市立 浜幼稚園 136 社会福祉法人竹栄会 幼保連携型認定こども園竹城台東保育園

20 大阪市立 野里幼稚園 59 吹田市立 東佐井寺幼稚園 98 泉⼤津市⽴ くすのき認定子ども園 137 社会福祉法人光久福祉会 山本こども園

21 大阪市立 西中島幼稚園 60 吹田市立 片山幼稚園 99 忠岡町立 東忠岡幼稚園 138 社会福祉法人 五風会 幼保連携型認定こども園五風会保育園

22 大阪市立 榎本幼稚園 61 吹田市立 東山田幼稚園 100 岸和田市立 天神山幼稚園 139 社会福祉法人白水福祉会 幼保連携型認定こども園城山台保育園

23 大阪市立 愛珠幼稚園 62 吹田市立 南山田幼稚園 101 岸和田市立 太田幼稚園 140 社会福祉法人 誠心福祉会 幼保連携型認定こども園 池上わかばこども園

24 大阪市立 真田山幼稚園 63 吹田市立 山田第一幼稚園 102 岸和田市立 山直北幼稚園 141 社会福祉法人博光福祉会 幼保連携型認定こども園宮前つばさ幼稚園

25 大阪市立 天下茶屋幼稚園 64 吹田市立 吹田第一幼稚園 103 岸和田市立 山直南幼稚園 142 社会福祉法人 美多弥福祉会 幼保連携型認定こども園美木多いっちん保育園

26 大阪市立 五条幼稚園 65 吹田市立 千里第二幼稚園 104 岸和田市立 旭幼稚園 143 社会福祉法人　徳風会 幼保連携型認定こども園北野田こども園

27 大阪市立 墨江幼稚園 66 吹田市立 岸部第一幼稚園 105 岸和田市立 東葛城幼稚園 144 学校法人大阪成蹊短期大学 附属こみち幼稚園

28 大阪市立 九条幼稚園 67 吹田市立 豊津第一幼稚園 106 岸和田市立 浜幼稚園 145 社会福祉法人 貝塚南保育園貝塚南こども園

29 大阪市立 滝川幼稚園 68 吹田市立 山田第三幼稚園 107 岸和田市立 光明幼稚園 146 社会福祉法人白水福祉会 幼保連携型認定こども園三原台こども園

30 大阪市立 三先幼稚園 69 吹田市立 佐竹台幼稚園 108 岸和田市立 八木幼稚園 147 学校法人松本学園 幼保連携型認定こども園菩提幼稚園

31 大阪市立 貫江田幼稚園 70 東大阪市立 孔舎衙幼稚園 109 岸和田市立 大芝幼稚園 148 社会福祉法人七彩学舎 パルティ道教寺

32 大阪市立 加美北幼稚園 71 八尾市立 山本幼稚園 110 岸和田市立 大宮幼稚園 149 社会福祉法人鳳会 初芝こども園

33 大阪市立 生魂幼稚園 72 八尾市立 東山本幼稚園 111 岸和田市立 山滝幼稚園 150 社会福祉法人　稲穂会 さかい・つくし子ども園

34 大阪市立 大江幼稚園 73 八尾市立 長池幼稚園 112 岸和田市立 八木北幼稚園

35 大阪市立 新高幼稚園 74 八尾市立 曙川幼稚園 113 岸和田市立 八木南幼稚園

36 大阪市立 伝法幼稚園 75 八尾市立 大正幼稚園 114 岸和田市立 岸城幼稚園

37 大阪市立 住吉幼稚園 76 八尾市立 美園幼稚園 115 岸和田市立 朝陽幼稚園

38 大阪市立 玉造幼稚園 77 八尾市立 高美幼稚園 116 岸和田市立 春木幼稚園

39 大阪市立 旭東幼稚園 78 八尾市立 高安幼稚園 117 岸和田市立 城東幼稚園


