
2019「花いっぱいになぁーれ」球根配布事業　当選園

1 大阪市立 滝川幼稚園 51
社会福祉法人
光久福祉会

山本こども園

2 大阪市立 菅南幼稚園 52
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

3 大阪市立 田川幼稚園 53 堺市立 北八下幼稚園

4
学校法人大阪
成蹊短期大学

附属こみち幼稚園 54
社会福祉法人
関西福祉会

新金岡西こども園

5 大阪市立 鯰江幼稚園 55 府立 堺聴覚支援学校

6 大阪市立 今里幼稚園 56 泉大津市立 条東幼稚園

7 大阪市立 東中本幼稚園 57 泉大津市立 条南幼稚園

8 大阪市立 東小橋幼稚園 58 岸和田市立 大芝幼稚園

9 府立 大阪中央聴覚支援幼稚部 59 岸和田市立 新条幼稚園

10 大阪市立 銅座幼稚園 60 岸和田市立 春木幼稚園

11 大阪市立 愛珠幼稚園 61 岸和田市立 大宮幼稚園

12 大阪市立 南幼稚園 62 岸和田市立 朝陽幼稚園

13 大阪市立 味原幼稚園 63 岸和田市立 浜幼稚園

14 大阪市立 五条幼稚園 64
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

15 大阪市立 大江幼稚園 65 岸和田市立 山直南幼稚園

16 大阪市立 鶴橋幼稚園 66 岸和田市立 山滝幼稚園

17 大阪市立 三先幼稚園 67 岸和田市立 東葛城幼稚園

18 大阪市立 海老江西幼稚園 68 岸和田市立 山直北幼稚園

19 大阪市立 貫江田幼稚園 69 岸和田市立 城東幼稚園

20 大阪市立 西野田幼稚園 70 岸和田市立 八木北幼稚園

21 大阪市立 大和田幼稚園 71 岸和田市立 八木幼稚園

22 大阪市立 立葉幼稚園 72 岸和田市立 光明幼稚園

23 大阪市立 天下茶屋幼稚園 73 岸和田市立 八木南幼稚園

24 大阪市立 住吉幼稚園 74 岸和田市立 旭幼稚園

25 豊中市立 東丘こども園 75 岸和田市立 東光幼稚園

26 箕面市立 なか幼稚園 76 岸和田市立 太田幼稚園

27 箕面市立 せいなん幼稚園 77 岸和田市立 常盤幼稚園

28 吹田市立 南山田幼稚園 78 岸和田市立 修斉幼稚園

29 吹田市立 山田第一幼稚園 79 岸和田市立 天神山幼稚園

30 枚方市立 枚方幼稚園 80 貝塚市立 北幼稚園

31 枚方市立 蹉跎幼稚園 81 認定こども園 貝塚南こども園

32 大東市立 北条幼稚園 82 貝塚市立 西幼稚園

33 東大阪市立 孔舎衙幼稚園 83 貝塚市立 木島西幼稚園

34 東大阪市立 縄手南こども園 84 泉佐野市 のぞみ子ども園

35
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

85 泉佐野市 はるか幼稚園

36 松原市立 松原西幼稚園 86 阪南市立 尾崎幼稚園

37 八尾市立 南高安幼稚園 87 阪南市立 朝日幼稚園

38 柏原市立 柏原西幼稚園 88 阪南市立 はあとり幼稚園

39 羽曳野市立 西浦東幼稚園 89 阪南市立 まい幼稚園

40 太子町立 太子町立幼稚園 90 認定こども園 教円幼稚園

41 富田林市立 喜志幼稚園 91
社会福祉法人
鳳会

初芝こども園

42 富田林市立 富田林幼稚園 92 堺市立 白鷺幼稚園

43 富田林市立 青葉丘幼稚園 93
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

44 認定こども園
大阪千代田短期大学
附属幼稚園

94
社会福祉法人
稲穂会

さかい・つくし子ども園

45
社会福祉法人
堺あかり会

美原北こども園 95
社会福祉法人
堺あかり会

西陶器こども園

46 堺市立 みはら大地幼稚園 96 堺市立 八田荘幼稚園

47 大阪狭山市立 東野幼稚園

48 大阪狭山市立 東幼稚園

49 大阪狭山市立 半田幼稚園

50 大阪狭山市立 大阪狭山市立こども園


