


認定こども園 Rainbow Wings International 園長
社会福祉法人 七色の翼 理事 / RWI Family 副代表

染谷 亜規子

*：幼児期にはぐむみたい能力・資質の3本の柱
「知識及び技能の基礎」、「思考力・判断力・表現力等の基礎」、
「学びに向かう力、人間性等」
**：幼児期の終わりまでに育ってほしい姿
①健康な心と体、②自立心、③協同性、④道徳性・規範意識の
芽生え、⑤社会生活との関わり、⑥思考力の芽生え、⑦自然と
の関わり・生命尊重、⑧数量や図形、⑨標識や文字などへの関
心・感覚、言葉による伝え合い、⑩豊かな感性と表現

Rainbow Wings International（RWI）へようこそ！

2013年10月の開園当初から、保育理念を「七色の翼で世界に羽ばたく
子どもを育む」として掲げ、2019年3月に第2期卒園児を送り出したRWI。
認可外時代に卒園した第0期の子どもたちは小学4年生になりました。
（2020年4月時点）子どもたちの成長に携われば携わるほど、私たちが
「七色の翼」と称して掲げている7つの保育目標がいかに大切であるか
を実感し、全職員で共有しながら保育を提供して参りました。

七色の翼で世界に羽ばたく子供を育む

心身共に大きな成長を遂げる乳幼児期は、脳が著しく発達する最も大切な時期と言われています。
脳内に多くの回路が出来上がるこの時期に、「より良い刺激を与える環境」を整えることによって、
子どもたちの才能は無限に開花し、豊かな人間性を形成していきます。RWIはこの「環境」に着目し、
子どもたちが楽しく習得できる教育要素として、英語、書道、音楽、モンテッソーリを取り入れ、楽し
みながらスキルを身につけると共に、最も重要である相対的な人間力（生きる力）の基盤作りに力
を入れた保育を行っています。教育的要素が多くなるPreschool（3歳児～）では、英語講師も日本
人保育士と一緒に担任として配置し、日本語・英語の2カ国語を標準言語として日々の活動をして
います。子どもたちは両言語を使って自分自身を表現し、異文化について触れると共に、自国であ
る日本については行事・伝統・マナー・言葉遣い・文字などを就学に向けて学んでいきます。視野や
価値観を広げることで、将来国際人として活躍できるよう、その基礎作りをしていきたいと思います。

結びに

RWIから巣立った子どもたちは、自らの力で新たな世界への一歩を踏み出し、輝く将来につなげて
いけるよう、ご家庭と連携しながら子どもたちの成長を全力で支えていきたいと思います。これから
もどうぞよろしくお願いいたします。

そして、2018年度より施行された、新たな「保育所保育指針」、「幼稚園教育要領」及び「幼保連携
型認定こども園 教育・保育要領」において、幼児期に育みたい能力・資質の「3本の柱」*と、「幼児
期の終わりまでに育ってほしい姿」**の内容は、RWIが掲げた保育目標と通じるものが多く、私たち
が目指している方向性には意味があるということを確信させるものでした。この7つの保育目標のも
と、今後も理想とする保育と教育を目指して邁進していきたいと考えております。



認定こども園 Rainbow Wings International の理念

七色の翼で世界に羽ばたく子供を育む

RWI の理念は、子どもたちの未来への想いそのものです。
ここで過ごす時間が、子どもたちの将来をより明るく希望に満ちたものへとつながるよう、広い
視野と自由な心をもって多くの人々に幸せを広げる大人へと成長する礎となるよう、保育と幼
児教育において私たちが取り組む方針をこの理念に込めています。

RWI の目標
私たちが掲げる保育目標は、保育理念の「七色の翼」を作り上げる７つの力です。私たちがか
かわる乳幼児期から学童期を経て、ここから巣立った先の長い人生において、より素晴らしい
成長への礎となる大事な力になると信じています。

⚫ 愛のある子
• ボーダレスな心（受け入れる心）を養います。
• 思いやりの心を養います。

⚫ 元気な子
• 強い心と体を養い、積極的な行動の原動力にしていきます。

⚫ 表現力のある子
• 国際人としての表現力を養います。
• 個人としての表現力を養います。
• 個性や感性を生かした独自の創造力を養います。

⚫ 感性の豊かな子
• たくさんの感動で心と知性を成長させ、豊かな感性を育みます。
• 豊かな感性はより多くの感動を生みます。

⚫ 粘り強い子
• 目的や目標に向かっていく力を養います。
• 達成する喜びから自己肯定感を育みます。

⚫ 自立心のある子
• 状況に応じて自分で自分を成長させていける強い心を養います。
• 目標に向かって行動できる力を養います。

⚫ 広い視野を持ち、国際人となり得る子
• 世界中で最も使われる言語である英語に幼少期から触れ、身近なものにします。
• 他人種や異文化に触れ、「常識」の枠を広げます。

ガイア

アポロン

ヴィーナス

マーキュリー

アレス

ジュピター



RWIの保育で大切にしているのは、保育の「安全性」と子どもたちの「成長」です。経験豊富な

保育士を適所に配置し、楽しい活動のなかでも、子どもに事故やけがをさせないように常に気

を配りながら、一人ひとりに合わせて成長をサポートしていきます。

０～２歳児（Nursery)は、駅前分園の見通しの良いワンフロアの保育室と屋上園庭というセ

キュリティーが行き届いた安心な環境で、のびのびとした保育を行っています。２歳児になる

と、Preschoolへ無理なく進級してもらうための準備も始まります。

３～５歳児（Preschool)は、草深本園にて保育士と英語講師の連携で保育をおこなっています。

子どもたちはいつのまにか英語が主流の生活に慣れ、当たり前のように異なる人種・文化と

触れあうようになります。これは、認可外保育園時代から継続してきた経験により実現してい

る、RWIの大きな特徴であり、保育目標の「感性」や「広い視野」を育てるポイントになっていま

す。

Nurseｒｙ and Preschool

～保育へのこだわり～

💛 子どもの発達を最優先に考える保育

園名に「International」とありますが、一般的なInternational Schoolとは異なり、あえて「完全英

語」にはしていません。日本人として生活し、成長していくために必要なことを学ぶには、日本

語での保育や教育も必要だと考えているからです。RWIが掲げる「International」には、単に英

語が話せるということでなく、日本人として国際人へと成長してほしい、という思いが込められ

ています。



💛 小学生へのステップを考えた保育

小学校に入学すると、他の保育園や幼稚園を卒園してきた子どもたちと生活することになります。また、

小学校の勉強も始まります。この大きな変化を乗り越えられるよう、生活力、精神力、体力、学力をバ

ランスよく成長させていきます。

💛 子どもが「楽しい」と思える保育

全ての園児が一日を通して「楽しい」と思える環境となるよう日々努力しています。そのベースとなるの

が、「安心できる環境」です。保育士は園児一人ひとりの個性と向き合い、信頼関係を構築していきま

す。おとなしい子も活発な子も、みんなが「楽しい保育園」をみんなで作り上げていきます。



RWIが考える理想の幼児教育は、遊び感覚で学

びながら成長すること。楽しいから身につく。感

動するから心が豊かになる。子どもたちは何でも

遊びに変える天才。そんな子どもたちに合った

「楽しむ教育」を目指しています。

（教育プログラムはPreschool から始まります。）

Education～教育へのこだわり～

💛 英語教育(English）

外国に行って、その国の人と思いのままに話した

り、より深く文化に触れられたらきっと楽しい。

英語は世界へ飛び出すときに超えるハードルを低

くしてくれる、とても便利なコミュニケーション・ツー

ルです。英語が話せればきっと世界が広がり、よ

り一層楽しい人生を送れるのではないかと考えて

います。

RWIは３歳児から本格的に英語教育を開始し、４

～５歳児では「GrapeSEED」英語教材を採用。脳

の言語領域が著しく発達するこの時期に、会話を

重視したシステムを専任英語講師により行い、英

語耳と英語の言語領域を確立させていきます。

（GrapeSEEDプログラムは原則毎日４０分）



国際人として成長するうえで、自国の歴史・背景

を知り、言葉を知り、知識に基づいた心のたくわ

えの豊かな人に成長してほしい。

書道教育プログラム「You・彩 Method」は、書道

を通じて文字や言葉を知り、歴史・文化に触れ、

自由な発想と強い心を育てることを目標にして

います。書初め等季節ごとの制作も好評です。

書道を通じて以下の力を養っていきます。

• 創造力・発想力

• 集中力

• 言葉や文化

• 正しく美しい文字

（You・彩 Methodは、週１回 ３０分

※毛筆実施回のみ４０分）

💛 書道教育（Calligraphy)

💛 音楽教育 (Music)

音楽教育は、何よりもまず「音楽が楽しい」という気持ちを育むことを第一に考えます。

その中で、「この曲が好き」という気持ちや、「これが歌えるようになった。弾けるようになった」と

いう体験を大事にしながら、集中力、創造力、表現力を高めていきます。

同時に、読譜力・音感・楽典の知識を養い、音楽が総合的に身につくようにしていきます。

「楽しい、だから頑張れる」という気持ちが芽生えることは、音楽のみならず、これからの人生に

おいても大いに役立ちます。（Musicは、週１回 ３０分）



💛 モンテッソーリ教育 (Montessori)

💛 食育 (Food Education)

食育とは、「食」に関する知識と「食」を選択する力を習得し、健全な食生活を実践することがで

きる人間を育てること（農林水産省）とされています。

RWIの食育は、単なる調理体験だけなく、栄養に関すること、伝統的な食文化、食物連鎖（食の

道徳感）など、多岐に渡ります。野菜の栽培、収穫、調理、食事（行事食）、講師を招いてパン

や洋菓子・和菓子作りを行ったり、体験学習を主体にしながら、食に対する興味や食物への感

謝の心を育んでいきます。

また、日々の給食でも「食」への関心を持ってもらえるよう、給食の献立に含まれる栄養につい

てのお話を栄養士から聞くなど、美味しく季節を感じられる食事の提供に努めています。

モンテッソーリ教育とは、「子どもは、自らを成長・発達させる力を持っている」という考えを前提

として、大人は子どもの活動を援助することで子どもの成長を促す教育方法です。そしてこの教

育の目指すところは、「自立していて、責任感と他人への思いやりがあり、生涯学び続ける姿勢

を持った人間に育てる」こととされています。

RWIでは、モンテッソーリ教育の資格を有し、経験も豊富な保育士と、その保育士が選んだモン

テッソーリ専用の教具をそろえています。

モンテッソーリの時間は、自分で教具を選び、集中して「お仕事（作業）」に打ち込んでいます。



給 食

RWIでは、動きやすさと自己管理を目的として、制服をご用意してお

ります。

Nursery（0～2歳児）

Tシャツ、スモック、カラー帽子、フェルト名札、サブバッグ

Preschool（3～5歳児）

ベスト、ポロシャツ（半袖、長袖）、ズボン or スカート、Tシャツ、

運動用ハーフパンツ、スモック、ハイソックス（冬季）、ソックス（夏

季）、カラー帽子、ワッペン（名札）、通園リュック、サブバッグ

RWIキッチンでは、子どもたちに「食」への関心を持ってもらいたい、

という思いで、給食作りをしています。衛生管理を徹底し、食材は季

節を感じられる旬を活かしたものを取り入れ、心を込めて調理・提

供いたします。（全ての給食・おやつは本園キッチンで作り、分園へ

は衛生管理された専用の車両で運搬しています。）

子どもたちには、食事のマナーを身に付け、食材に触れることを楽

しんでもらうため、食育活動にも取り組んでいます。野菜の栽培や

調理実習等を通じて、子どもたちの豊かな心を育んでいけるよう、

ご家庭と連携した「食育の場」としていきたいと思っております。

食物アレルギーをお持ちのお子様には、医師の診断の元、事前に

ご相談いただくことで、できる限りアレルゲンを除去した食事を提供

いたしますが、症状によりお弁当を持参していただくこともあります。

ご家庭と相談し、協力し合いながら対応させていただきます。

（信仰上の理由によりお弁当を持参していただくこともあります。）

制 服



年間イベント

★入園式★

4月～6月

★七夕の会★

★夏祭り★

★敬老の日会★

7月～9月

★インターナショナルデー★

RWIオリジナルの不定期のスペシャルイベント。

テーマとする国を決めて、その国のことを先生

と園児が調べて発表し、みんなで外国の勉強

をします。



★遠足（Preschool）★

そのほか
★保育参観★
★発表会★

1月～3月

★卒園遠足（ジュピター）★

★ひな祭り★

★卒園式★

そのほか
★進級遠足（Nursery)★

★発表会★

10月～12月

★運動会★ ★ハロウィン★



RWI の施設・設備
RWI Familyは、印西市草深（そうふけ）にある草深本園と、千葉ニュータウン中央駅前にある駅

前分園の２か所で運営しています。また、駅前分園での早朝・延長保育や、近隣小学校への

児童のお迎えなどに対応するため、送迎用バスを３台保有しています。

草深本園

RWI の中心である草深本園は４５００㎡を超える敷地で、認定こども園Preschool（３歳児以上）

と学童クラブを中心に、RWI子育て支援センターCaterpillar Clubhouse、RWI事業所内保育園カ

ドル、RWI Afterschool (各種教室）の運営を行っています。３歳児から小学生までの幅広い年

齢層の子どもたちが日々楽しく生活し、成長していける施設です。

駅前分園

駅南側ロータリーに面したビル内で認定

こども園 Nursery（０～２歳児）の保育を

行っています。ビル２階の保育室に加え、

屋上園庭を備え、人通りの多い駅前でも

安心して元気に子どもたちが活動できる

施設になっています。

また、早朝・延長保育はこの駅前分園で行っています。18時以降、本園の園児は、バスで移動し、

この分園で引き渡しとなり、駅を利用する保護者の送迎の負担を軽減します。



Preschool（本園）
朝の活動から降園まで、幼稚園児・保育園児みんなで一緒に過ごします。
早朝及び１８時以降の延長保育は、駅前分園にておこないます。（別途、バス使用料金がかかります。）

Nursery（分園）： クラス毎に活動をします。

タイムスケジュール

※年長児は１０月の運動会以降お昼寝を減らしていきます。

ガイア
（3歳児）

アレス
（4歳児）

ジュピター
（5歳児）

7:00～8:30 早朝保育（保育園児のみ）

8:30～9:00 登園・身支度

9:00～10:00 外遊び・朝の会

10:00～10:40
英語・日本語
書道又は音楽

GrapeSEED GrapeSEED

10:30～⒓:00
アクティビティ

（制作・絵画、運動等）
日本語

アクティビティ（制作・絵画、運動等）
日本語・書道 / 音楽

⒓:00～13:00 給食

【幼稚園児】 【保育園児】

ガイア・アレス・ジュピター ガイア アレス ジュピター

13:00～13:30

降園準備・自由遊び・降園
お昼寝 REP・自由遊び等 13:00～14:30

13:30～14:00 おやつ 14:40～15:00

14:00～18:00 預かり保育

自由遊び 15:00～16:00

短時間保育児降園 16:00～16:30

延長保育 16:30～19:00

特別延長保育 19:00～20:00

アポロン
（0歳児）

マーキュリー
（1歳児）

ヴィーナス
（2歳児）

7:00～8:30 早朝保育

8:30～9:00 登園・健康チェック・自由遊び

9:00～9:30 朝の会・水分補給・排泄

9:30～11:30 アクティビティー（制作・絵画、リズム遊び、外遊び、書道等）

11:30～12:30 給食

12:30～15:00 お昼寝

15:00～15:30 おやつ

15:30～15:40 English Play Time

15:40～16:30 自由遊び・降園準備・帰りの会・短時間保育児降園

16:30～19:00 延長保育

19:00～20:00 特別延長保育



Rainbow Wings International Family 代表

社会福祉法人 七色の翼 理事長 染谷 真

RWI Familyへようこそ

2013年10月に開園した認可外保育園 Rainbow Wings Internationalは、皆
さまのご理解とご支援により、幅広く児童福祉と児童教育に携わる施設へ
と成長してきました。そして、2019年10月から、私たちが関わる施設と事業
を総称して、RWI Familyとすることにしました。

RWI Familyの特徴は、柔軟な事業展開ができるRWI合同会社と、社会から
の信頼を得て児童福祉施設を運営する社会福祉法人七色の翼の2つの法
人が、それぞれの分野で積極的に活動しながら連携しているところです。
さらに、大学・研究室が取り組む研究への協力と、そのフィードバックを保
育や教育に活かしていることも大きな特徴です。

このRWI Familyの特徴を最大限に生かし、追及しているのは「人を育てる環境」です。成長著し
い乳児期から学童期までの子どもたちに、将来につながる経験や力を身につけられる環境を
提供し続けるために、私たちは、努力とチャレンジを続けていきます。
これからもRWI Familyをどうぞよろしくお願い致します。



RWI Familyとは
「Rainbow Wings International」というフレーズは、虹のように美しく輝く翼で世界に向かって羽ばた

くことをイメージしています。子どもたちが成長し、自分の力で人生を存分に楽しんでほしい。広い

視野と世界観をもち、既成概念にとらわれない感性をもった大人になってほしい。そして、その世

界観と自由な心をもって、世界中の多くの人々に幸せを広げてもらいたいという願いをこめて、

2013年に設立した「Rainbow Wings International合同会社（RWI合同会社）」の社名となりました。

「Rainbow Wings International」というフレーズとともに掲げた「保育理念」と「保育目標」のもとで活

動する施設は、RWI Family (Rainbow Wings International Family）として、児童福祉と児童教育を通

じて子どもたちの明るい未来をつくる活動をています。

社会福祉法人七色の翼
〇認定こども園 Rainbow Wings International 〇レインボー学童クラブ / レインボー第2学童クラブ
〇RWI 子育て支援センター Caterpillar Clubhouse

RWI合同会社
〇RWI Afterschool 〇RWI事業所内保育園カドル

RWI Familyの施設と活動



「明日も行きたい！！」 レインボー学童クラブ

学童クラブは、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学生を対象に、放課後の適切な遊びと

生活の場を与え、子どもの状況や発達段階を踏まえながら、その健全な育成を図る事業です。

レインボー学童クラブは、みんなが「明日も行きたい！！」と思うような生活の場をつくりながら、

RWI Family の保育理念と保育目標をもって子どもたちの成長をサポートしていきます。

Point 1 楽しく、安らげる場

子どもたちと学童指導員が一体となって仲良く過

ごせる環境を作っていきます。安全に配慮しなが

らやりたいことにチャレンジできる場、笑顔いっぱ

いの温かい場をつくることで、子どもたちが楽しく、

安らげる場を提供していきます。

Point 2 異年齢・異学校集団の良さを生かす

市内のいろいろな小学校から、様々な学年の子ど

もたちが集まっています。

広い視野と愛情を持って他集団と接すること、表現

力と自立心で周りと共存しながら自分の居場所をつ

くることを自然に学ぶ絶好の環境です。学童指導員

は生活や遊びを通じて、子どもたちの個性を引き出

しながら社会性を育てていきます。

レインボー学童クラブ /レインボー第2学童クラブ



Point 3 成長に合わせた環境

普段の生活や遊びを通じて、自ら考え行動す

る力を養うことに力を入れています。おやつの

配膳や誕生日会の司会など、子どもたちが行

うことで子どもたちの自立心も促しています。

そして、学校が長期休みなる期間の学童クラ

ブは自主性と協調性と創造性を伸ばすチャン

スです。遠足や調理実習、工作など、みんなで

楽しく成長するプログラムを用意し、驚きや感

動で感性を磨いていきます。「楽しかった！」

「へぇ～！」 「やってみたい！」という気持ちを

大切にして、子どもたちの世界観が広がるキャ

リア教育にも力を入れています。

Point 4 「子育て」を支援する体制

保護者会や個人面談を実施し保護者の方々とも綿

密に連携をとることで、仕事と子育てを両立しやすく

なるよう、支援を行います。また、学童指導員だけで

はなく、併設するこども園の看護師、栄養士、保育士

など様々な立場からご相談に乗ることもできます。

Point 5 施設内で習い事にも通える

ご希望により、RWI Afterschool が運営する英語教

室、書道教室、音楽教室、運動教室に通う事ができ

ます。

（定員により、入会できない場合がございます。）



RWI Afterschoolは、RWI Familyの教育推進部門であるRWI Education Centerがプロデュースする、

児童教育プログラムです。語学力、表現力、創造力、心身の鍛錬など、将来に向けて磨いてほしい

力はいろいろあります。RWI Afterschool では、英語、書道、音楽、運動の４種の学び、５つの教室

で子どもたちの成長をサポートします。

RWI Afterschool  Produced by RWI Education Center

※各教室のご利用は、認定こども園 Rainbow Wings International またはレインボー学童クラブ/ レインボー第２学童ク
ラブの利用者が優先となります。よって、各教室の空き状況により、一般の方のご利用を制限する場合がございます。

英語教室 Iris Club / Star Club

英語はコミュニケーション・ツールと言われています。英語が話せれば、他国の人とコミュニケーション

が取りやすくなり、出会いが広がり、自分が知らなかった世界のことや、新たな価値観に出会えるよう

になります。英語はコミュニケーション・ツールであると同時に、自分の世界を広げてくれるツールでも

あるのです。Iris Clubは認定こども園RWIの卒園児を対象としたGrapeSEEDの継続プログラム、Star

Clubは小学生から英語を始める児童を対象としたRWIのオリジナルプログラムです。

書道教室彩花

書道を通して、文字や言葉を知り、歴史・文化に触れ、自由な発想と強い心を育

てることを目標に置きながら、東京書道教育会教本「筆心」の課題提出に取り組

みます。また、イベントでは、パフォーマンス書道など、普段とは違う書道を楽し

むこともできます。

音楽教室にじの音

音楽教室 にじの音では、「音楽が楽しい、ピアノが楽しい」という気持ちを育む

ことを第一に、一人ひとりの生徒さんと対話を大切にするマンツーマンレッスン

を行います。その中で、「この曲が好き」という気持ちや、「これができるように

なった」という体験を大事にしながら、集中力、創造力、表現力を高めていきま

す。

運動教室 Seven Colors

日本サッカー協会の有資格者がサッカーを中心とした運動を通して、身体を動かす楽しさに触れなが

ら、基礎体力とサッカー技術の向上を目指します。体力と気力は行動力の源。世界中で愛されるス

ポーツ、サッカーを通じて精力的な心と身体を育てます。

RWI Afterschool's Activities （取組み内容）



Caterpillar Clubhouse（キャタピラークラブハウス）

は、印西市内に在住の０歳～未就学児とその保

護者、妊婦の方が利用できます。（印西市外にお

住まいの方はご相談ください。）

RWI事業所内保育園カドルは、RWI Familyに所属する子育て中の職員が、子どもを預け安心して

働くための託児施設（企業主導型保育園）です。「優しく寄り添う（Cuddle:カドル）」という意味が込

められている保育園カドルは、みんなの幸せを目指して、小さいけれど温かみのある保育園を目

指しています。 （定員の空き状況によっては、地域枠で一般の方もご利用頂けます。）

RWI子育て支援センター Caterpillar Clubhouse

RWI事業所内保育園カドル

Activities
• English Play Time

英語講師と楽しく英語で遊びましょう。（毎週火曜日）

• Holiday Baby Photo

季節のデコレーションを背景にお子様の写真撮影を行います。カメラをご持参ください。

上記のほか、書道Activity、Music Play Time、身長体重測定・子育て相談、Story Time（英語講師

を交えて英語と日本語の絵本や紙芝居の読み聞かせ）、わらべうたタイム、季節のクラフト（親子

で季節のクラフト制作）、お誕生会（その月にお誕生日を迎えるお子様をみんなでお祝い）

※ 予約制のイベントにご参加希望の方は事前にお申込みください。

※ 毎月のスケジュールやイベントの詳細はCaterpillar Clubhouse Newsletterをご覧ください。

対象児童
⚫ 従業員枠：
社会福祉法人七色の翼またはRainbow Wings 
International合同会社に所属する職員の保育を必要
とする子

⚫ 地域枠：
上記以外の児童（従業員枠が優先となります。）

⚫ 定員:
0歳児：3名、1歳児3名、2歳児：3名、合計9名



Rainbow Wings International合同会社

・ RWI Afterschool
・ RWI 事業所内保育園 カドル

千葉県印西市草深字三夜脇１１０５－１
TEL: 0476-85-6750 （代表）
E-mail：afterschool@rainbow-wings-i.com （Afterschool）

cuddle@rainbow-wings-i.com （カドル）

URL:  https://www.rwi-family.jp

社会福祉法人 七色の翼

・ 認定こども園 Rainbow Wings International
・ レインボー学童クラブ / レインボー第2学童クラブ
・ RWI子育て支援センター Caterpillar Clubhouse

<本園>千葉県印西市草深字三夜脇１１０５－１
<分園>千葉県印西市中央南１－１－１
TEL: 0476-85-8685 （こども園 代表）
TEL: 0476-85-7610 （学童クラブ 代表）
E-mail：info@rwi-nursery-preschool.jp （こども園）

info@rwi-studentcare.jp （学童クラブ）


