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バラ公園での園外保育 

お仕事しています・・・ 
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体操教室の先生の指導 
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教育方針 

全園児を全職員で見守る家庭的な雰囲気の中で、一人ひとりの個性を伸ばし、深化

させる事を大切にしています。またキリスト教的精神に基づき、道徳教育を基礎とし

て、正しい人生観、真の隣人愛を育て、人間・人格形成の最も重要な時を生かせるよ

うにしています。 

①すべての人が神様の子どもとして大切な存在であるということ。自分も、そしてお

友だちもかけがえのない存在であり、みんなが一人ひとりを大切にする心を育てる

よう取り組む。 

②少人数・縦割り編成のクラス。 

目の行き届く中、モンテッソーリ教育を取り入れ、異年齢の子どもたちが、共に生

活し基本的な社会性を育てる。年齢に応じた横割りでの教育も取り入れ、すべての

先生がすべての子どもに関わり、教員全員で見守る。 

③保護者の方々と一緒になって育てて行くことを基本にしており、お弁当や送迎も保

護者の大切な役割と考えている。 

 

 

お仕事しています・・ 
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① 募集人員 

満 3歳児・３歳児   ３０名   

４歳児、５歳児    若干名 

② 願書受付 

令和２年１１月２日（月） 受付時間：午前８：３０～午後３：００ 

③ 申込手続 

入園を希望する方は、所定の願書に必要事項をはっきりと記入の上、 

入園児健康診断書と入園手数料 3,000円を添えて提出し、手続きの書類を受け取ってください。 

④ 入園手続 

令和２年１１月７日（土）９：３０～ 

お子様と一緒においでください。 

全体説明後、少人数のグループに分かれて簡単な面接を行い、続けて入園手続き及び用品注文を行

います。 

⑤ 保育参観（体験もできます） 

１０月２０日（火）～２２日（木）９：３０～１１：００ 

＊前日までに予約の連絡を入れてください。 

 

４ 

開園日 

月曜日～土曜日（日曜日、祝祭日はお休み） 

（土曜日は年長のみ登園で、第２、第４、第５土曜日はお休み） 

夏休み  ７月２１日 ～ ８月３１日 

冬休み １２月２１日 ～ １月 ７日 

春休み  ３月２３日 ～ ４月 ７日 

保育時間 

通常 月曜日～金曜日 午前 9:00～午後 2:00 

水曜日のみ   午前 9:00～午前 11:30 

第１・３土曜日(年長) 午前 9:00～午前 11:30 

預り保育（有料 1回 400円、5:00以降 30分 100円） 

月曜日～金曜日 

午後 2:00～午後 6:00 

水曜日のみ 

午前 11:30～午後 2:00 

午後  2:00～午後 6:00 

＊認定により給付の対象となります 

 

 

午後 

２０２１年(令和３年度)募集要項 



 

 

諸経費  

＜入園時＞               ＜毎月経費＞ 

手 数 料     3,000円        父母の会会費        700円 

入 園 料     0円        卒業記念積立金 年長：500円   

保育用品代  約 10,000円                年中：300円 

制  服  代  約 20,000円                 

       （満 3 歳児の経費については、満 3 歳児のしおりをご覧ください。） 

 

徴収金納入について 

納入金の内訳は月刊絵本、バス代（利用者のみ）、父母の会会費です。合計金額の 4か月分を 4

月・8月・12月に指定口座より振替えさせていただきます。（手数料 55円はご負担ください。） 

 

保護者会について 

本園では、「父母の会」を組織し、教育上の連絡、施設や設備の充実ならびに行事等にご協力い

ただいております。 

 

 

園児の通園方法について 

園児送迎バスを運行しています 

・１台２コースで運行しています。 

・各コースはバス利用を希望される方々と調整しています。 

・利用料：毎月 3,500円（片道 2,000円） 

個人登園（車、自転車、徒歩など） 

・朝は 8時 20分から 9時までの間に登園します。 

・お車で送迎される方のために、登園時間（8:20～9:00）と降園時間（14:00～）には園庭に車

を入れることができます。北側の入り口から南側への一方通行としています。譲り合って順番

に車を停めてください。（最初は誘導いたします。）尚、送迎以上に時間の必要な方は、車の通

行の妨げにならない場所（ホール側等）に駐車してください。 

個人降園（お迎え） 

・保護者以外の方がお迎えになられる場合には、必ず前もってご連絡ください。 

 

 

 

施設等利用給付金について 

保 育 料     世帯の課税額に関わらず、全ての満３歳児以上の在園児が無償の対象。 

   預かり保育料   「保育の必要性の認定」（＝2号認定）を受けた園児に預かり保育の利用料の

一部が給付されます。 
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園園園ののの一一一日日日   

8:20～9:00 順次登園 

9:00～      着換え 

おしごと（モンテッソーリ教具に取り組む） 

学年別横割り活動 

（年齢別に絵画造形、体操、音楽、宗教） 

自由遊び（戸外遊びを含む） 

  昼食（お弁当）・自由活動 

13:30      降園準備 

14:00～    降園・バス１便出発 

バス２便に乗る子は１時間位おしごと 

 

（学年別横割り活動の時間が誕生会等の 

行事に変わります） 

 

 

 

安安  全全  

★不審者の侵入や事故などの有事に

備えて、緊急時に警察に通報できるワ

イヤレス型非常通報システムを導入

しています。 

★当幼稚園は、日本スポーツ振興セン

ターに入会しております。詳しくは別

紙にてお知らせします。通園途中の事

故は、早々にお知らせください。治療

費が支給されます。 
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園児の服装について 

○通園時 

制服（上着・ズボン又はスカート・カッター又はブラウス・ポロシャツ） 

制帽（冬はベレー・夏は５月より麦わら帽） 

名札も忘れずにきちんとつける。靴は運動靴 

○保育時 

遊び着（名札）、シューズ（週末または汚れた時に持って帰る） 

○体育時 

体操シャツ・体操ズボン・汗や身体を拭くためのタオル（ハンドタオルにル

ープがついたもの）を体操服を入れる袋に入れ、毎週月曜日に持ってくる。 

なお、体操服は年間を通して使用し、運動会はもとより園外保育等にも着用

することがあります。 

     ○いずれも園児らしくきちんとした姿で毎日過ごせるようにいたしましょう。 

 

園児の所持品について 

○持ち物には必ず名前を書いてください。ハンカチ・ティッシュ（布製のテ

ィシュカバーに入れて）・ソックス・下着等すべての持ち物に名前を書くこ

とを通し、物を大切にできるように意識を高めます。 

○年少のお子様は、排尿排便を失敗した時のために、名前の書いたパンツを

常時１枚園に置いてください。（ナイロン袋に入れて） 

 

制服（夏服） 

制服（冬服） 

制服（体操服） 
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月 年  間  行  事 

４月 始業式 入園式 歓迎遠足  

５月 マリア祭 家庭訪問（4 日間） 園外保育 人形劇 

６月 内科検診 園外保育 歯科検診 プール開き 

７月 七夕会 年長合宿（お泊まり保育） 終業式 同窓会(卒園児) 

８月 大掃除 夏期保育(4 日間) 陶芸教室  

９月 始業式 芋ほり遠足   

１０月 運動会 消防見学 見学会（4 日間）  

１１月 フリー参観（5 日間） 園外保育 七五三  

１２月 クリスマス会 終業式   

１月 始業式 避難訓練   

２月 豆まき 生活発表展 参観日  

３月 ひな祭り 年長パーティ お別れ遠足 卒園式 

年間行事予定一覧 
 

詳しくは幼稚園へおたずねください！ 

親子教室『豆っこクラブ』に来ませんか？ 
＜対象＞ 就園一年前の幼児 

（平成３０年４月２日～平３１年４月１日生まれ） 

＜会費＞ １６回程度 ５０００円（教材・諸経費、保険料込み） 

＜申し込み方法＞ ２０２１年３月より受付をします。 

           申し込み書に会費を添えて提出してください。 

 

「満３歳児」入園について 

お子様が満３歳の誕生日を迎えられたらいつでも週五日登園可能です。 

登園日  月・火・木・金曜（AM９：００～PM２：００） 

       水曜   （AM９：００～１１：３０） 

保育料  無償化事業により園への支払いはありません（25,600円）   

※入園時の納付金等は P.５を参照ください 

 


