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♪認定こども園 たけしろ幼稚園 ☎０７２（２９１）１１１１
♪認定こども園 なかよしの森幼稚園 ☎０７２（２５７）０２１５

♪認定こども園 なかよしの森保育園 ☎０７２（２５７）３３２２
♪三田けやき台認定こども園 ☎０７９（５６５）４８８５
♪三田つつじが丘認定こども園 ☎０７９（５６８）３３７０
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♪グレイス一里山保育園 ☎０７７（５４５）９９９１
♪おおがや愛保育園 ☎０７７（５４４）７５５５
♪いぶき保育園 ☎０７７（５２２）８０５８
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♪　保育園部門について・・・・・・・1 ～ ２

♪　子ども達の一日

せいこう幼稚園は平成２７年度から始まった国の
子育て支援制度の幼保連携型認定こども園です。

★★★★ 幼保連携型認定こども園とは・・・幼保連携型認定こども園とは・・・幼保連携型認定こども園とは・・・幼保連携型認定こども園とは・・・

特徴１ 幼稚園の機能と保育所の機能を併せもち、保護者が働いている、
いないにかかわらず教育・保育を一体的に受けられます。

特徴２ 子どもを育てているすべての家庭が子育て相談などの支援を受
けられます。

◎◎◎◎ 幼稚園の機能幼稚園の機能幼稚園の機能幼稚園の機能
３歳から就学前の子どもに幼児

教育を提供します。

◎◎◎◎ 保育所の機能保育所の機能保育所の機能保育所の機能
０歳から就学前の保育に欠ける
子どもに保育を提供します。

◎◎◎◎ 子育て支援の機能子育て支援の機能子育て支援の機能子育て支援の機能
すべての子育て家庭を対象に、

子育て支援を行います。

・地域の子どもと保護者の交流の場
の提供

・子育て相談等の実施

・子育て支援に関する情報提供



★募集人数★募集人数★募集人数★募集人数

★園内見学★園内見学★園内見学★園内見学 随時行っています。(土日祝除く)お電話でお申込みください。

★教育理念★教育理念★教育理念★教育理念
～園の生活は心と身体を健全に育てる教育の場です～～園の生活は心と身体を健全に育てる教育の場です～～園の生活は心と身体を健全に育てる教育の場です～～園の生活は心と身体を健全に育てる教育の場です～

◎一人ひとりを見つめる保育の実現 ★願書配布★願書配布★願書配布★願書配布 平成２９年９月１日（金）から　　（土日祝除く）

・心を開放して遊ぶ子ども

・したいことを一杯持っている子ども ★面接の時間予約について★面接の時間予約について★面接の時間予約について★面接の時間予約について
◎主体的に生きる力を育む保育の実現

・「気づく」「考える」「実行する」
・自分のことは自分でする子ども
・丈夫な身体作り 下記の予約票に必要事項を記入してご持参ください。

◎仲良しの心・思いやりの心を育てる保育の実現 その折、１０月１日の面接時間をお知らせいたします。
※ご来園されるのが難しい場合（ご出産など）は園までご相談ください。

★子ども達を職員全員が大きな愛情で包んでいます。★子ども達を職員全員が大きな愛情で包んでいます。★子ども達を職員全員が大きな愛情で包んでいます。★子ども達を職員全員が大きな愛情で包んでいます。

★出願手続き★出願手続き★出願手続き★出願手続き

★英語で遊ぼう！★英語で遊ぼう！★英語で遊ぼう！★英語で遊ぼう！ ①面　　　　　接 →先生と子どもの遊びの中で簡単な面接をします。

②願　書　提　出 →必要事項をご記入のうえ提出してください。

③入  園  金  納  付 →入園金５０，０００円を納付してください。

★丈夫な心と身体を育てます。★丈夫な心と身体を育てます。★丈夫な心と身体を育てます。★丈夫な心と身体を育てます。
⑤制服・体操服の採寸 →採寸のみ(お渡しは代金引換で12月中旬の予定)

★楽しくリズム遊び！★楽しくリズム遊び！★楽しくリズム遊び！★楽しくリズム遊び！

★スイミング活動★スイミング活動★スイミング活動★スイミング活動

年　　　月　　　日生まれ

ご住所   Ｔ Ｅ Ｌ 　　（　　　　）

★キンダーカウンセラー★キンダーカウンセラー★キンダーカウンセラー★キンダーカウンセラー
保護者のお名前

④せいこうライン
　 申込書提出

平成２５年４月２日～平成２６年４月１日

ＴＥＬ　　０７２－２６１－１３４１ＴＥＬ　　０７２－２６１－１３４１ＴＥＬ　　０７２－２６１－１３４１ＴＥＬ　　０７２－２６１－１３４１

出願手続き時に長時間お待ちいただくことのないよう、面接時間の予約
をしていただけます。

平成２６年４月２日～平成２７年４月１日３年保育 １１０名

キリトリ

なかよしＡ／Ｂ　・　年少　・　年中　・　年長　に入園を希望

せいこうライン（ｽｸｰﾙﾊﾞｽ）希望　　　　　有　　　　　　　無

面接予約票面接予約票面接予約票面接予約票

１年保育

２年保育

若干名 平成２４年４月２日～平成２５年４月１日

若干名

（希望者のみ）→申込金１，０００円を添えて正副２枚
                         の申込書を提出してください。

丈夫な身体作りの一貫として年間を通じコナミスポーツクラブさんで
専門のインストラクターによるスイミング活動に取り組んでいます。

日時・・・平成　２９　年　１０　月　1　日　（日）日時・・・平成　２９　年　１０　月　1　日　（日）日時・・・平成　２９　年　１０　月　1　日　（日）日時・・・平成　２９　年　１０　月　1　日　（日）

お子様の名前（ふりがな）

臨床心理士の先生による「子育て相談会」を月１回実施しています。

体育講師と遊びを通して楽しく跳び箱やマット運動などの体育活動に
取り組んでいます。

音楽講師の指導の下、楽しく歌を歌ったり、洋楽器・和太鼓
の演奏を楽しんでいます。

英語講師と一緒に歌を歌ったり、楽しいゲームを通じて異文化交流を
楽しんでいます。

園長をはじめ専門の教育を受けた情熱あふれる先生が、子ども達
の心をゆったりと受け止めます。

せいこう幼稚園
のご案内

－ 幼稚園部門 １ － － 幼稚園部門 ２ －



★諸経費について★諸経費について★諸経費について★諸経費について ★給食について★給食について★給食について★給食について
「温かい物は温かいうちに、冷たい物は冷たいうちに」
安全な食材を用いて当学園で調理したおいしい給食をいただきます。

※月曜日から金曜日まで完全給食です。
※月数回程度お弁当日を設定しています。

★預かり保育について★預かり保育について★預かり保育について★預かり保育について

【用品代】【用品代】【用品代】【用品代】

　　　　　（夏制服一式）　男児　６，７００円　　

　　　　　　　　　　　　　女児　７，２００円　　

園指定用品（道具類一式）　２５，０００円程度

　　※　平成３０年度見込み

※入会手続き(入会金2，500円)が必要です。（年度毎） 　　平成２９年度現行

※月末に利用回数に応じて費用を請求させていただきます。
※始業式・終業式・日・祝・行事振替日・その他園長が定めた日は行っていません。

※給食がない短縮期間中はお弁当が必要です。

☆全館冷暖房完備です。 ※春・夏・冬長期休み中の園長が定めた日においては別制度でお預かりいたします。
☆土曜日は休園します。

9月29日 金

　　平成２９年９月献立一部抜粋

一人のお留守番は寂しいですね。
預かり保育で楽しく遊びましょう。

   平成３０年度年少組より
　 冬制服のデザインが変
   わります。移行期間を設
   けますので、現在の制服
   を着用していただいても
   構いません。

時　　　間 費　　　用

1，000円
（10回以上 10，000円）

ホームクラス 　　　　　　800円（10回以上 8，000円）

9月27日 水

○麦ご飯
○大豆のかき揚げ
○鶏のあっさり汁
○一口フルーツ

○焼きうどん

○かぼちゃのサラダ
○りんごジュース

米　麦
大豆　ちくわ　玉ねぎ　人参　かぼちゃ　コーン　小麦粉　塩
鶏肉　もやし　ねぎ　醤油　塩　みりん　だし汁
パイン

うどん　豚肉　キャベツ　玉ねぎ　人参　もやし　焼きそばソース　塩
こしょう　醤油　植物油
かぼちゃ　玉ねぎ　きゅうり　豚肉　砂糖　酢　塩　植物油

○大根ご飯
○タンドリーチキン

○マカロニサラダ
○わかめの味噌汁

9月28日

米　大根　人参　こんにゃく　醤油　だし汁
鶏肉　玉ねぎ　人参　いんげん　カレー粉　トマトケチャップ
レモン汁  砂糖　塩　にんにく　こしょう　　植物油
マカロニ　きゅうり　人参　ツナ　酢　砂糖　塩　こしょう　植物油
わかめ　人参　油揚げ　味噌　だし汁

木

園指定制服（冬制服・夏冬体操服・通園かばん・上靴）一式　３５，０００円程度

早朝保育
７時３０分～

　　保育開始まで
                 200円（10回以上 2，000円）

うさちゃんクラブ

○麦ごはん
○豚肉ときのこの味噌炒め

○青菜のしらす和え
○豆腐のすまし汁

米　麦
豚肉　しめじ　えのき　椎茸　人参　玉ねぎ　ピーマン　味噌
砂糖　醤油　植物油
青菜　人参　しらす　醤油　砂糖
豆腐　ねぎ　醤油　塩　みりん　だし汁

サタディ保育
土曜日7時30分～

　　1５時３０分まで
　　　　      2，000円

保育終了後～
　　１７時まで

お迎え
600円

(10回以上 6，000円）

バス送り

保育終了後～
　  18時30分まで

日付 曜日 献立 主な材料

○麦ごはん
○白身魚の旨だれ焼き
○ジャーマンポテト
○具だくさん豚汁

米　麦
白身魚　砂糖　醤油　みりん　酒　にんにく　生姜
じゃが芋　豚肉　塩　中華コンソメ　こしょう　植物油
豚肉　玉ねぎ　白菜　人参　大根　こんにゃく　味噌　だし汁

月9月25日

9月26日 火

入園金 ５０，０００円

せいこうライン（スクールバス）申込金１，０００円（バス希望者のみ）

※納入された費用はいかなる理由でも返金いたしかねますので予めご了承ください。

【【【【保育料保育料保育料保育料】】】】
高石市は２５７００円、堺市は２４１００円、和泉市は２２５００円、泉大津市は

２５７００円を上限として、各々の市が保護者の方の所得に応じて保育料を決定し

ます。（決定は２～３月頃の予定です）
※上限額は平成２９年度現行です。平成３０年度は変更があるかもしれません。

多子世帯は負担軽減額措置がとられる予定です。
詳しくはお住まいの市町村にお問い合わせください。

【【【【その他の納入金その他の納入金その他の納入金その他の納入金】】】】
※個人に帰する費用は実費納入していただきます。

・絵本代・遠足代等、必要に応じて徴収させていただきます。

・スポーツ振興センター加入代（年１回 ２００円）

※給食費について
給食は月～金の自園調理による完全給食。月数回程度お弁当日があります。

年間の費用（３６,０００円）を１２ヶ月で均等割にして毎月３，０００円を
納入していただきます。

※スクールバス費について
年間の費用（３８，４００円）を１２ヶ月で均等割にして毎月３，２００円を

納入していただきます。

－ 幼稚園部門 ３ － － 幼稚園部門 ４ －



♪なかよしコース・・・２歳児『ひよこぐみ』♪なかよしコース・・・２歳児『ひよこぐみ』♪なかよしコース・・・２歳児『ひよこぐみ』♪なかよしコース・・・２歳児『ひよこぐみ』

【対　　象】　平成２７年４月２日～平成２８年４月１日生まれまでの幼児

【保育期間】　平成３０年５月～平成３１年３月

【費　　用】　・入会金　３，０００円

（年間の費用を11ヶ月で均等割にし、5月～3月に毎月納入して頂きます。）
・スクールバス申込金　　１，０００円

※耐震性に優れた園舎です。

　かわいらしいスクールバスとプロの運転手さんにより安全にお子様を送迎い
たします。園外保育にも出かけます。送迎コースなど詳しくお知りになりたい
方は直接園までお問い合わせください。

　　　　
　　　　★せいこう幼稚園での　　　　★せいこう幼稚園での　　　　★せいこう幼稚園での　　　　★せいこう幼稚園での

　　　　　　　　　　　　「イキイキ生活」を支える力　　　　　　　　　　　　「イキイキ生活」を支える力　　　　　　　　　　　　「イキイキ生活」を支える力　　　　　　　　　　　　「イキイキ生活」を支える力

※授乳室・シャワー室・身障者用トイレ
　 があります。

　幼稚園教育で最も大切なことは、よい
　　保育が出来る環境が整っていることです。

※子ども達が安全に生活できるように防犯カメラ（４台）やオートロックの
　 正門（インターホン付き）、警備会社による巡回警備等セキュリティを充
　 実させています。訪問者は職員が正門で直接応対いたします。

　　★子育て支援・未就園児活動について★　　★子育て支援・未就園児活動について★　　★子育て支援・未就園児活動について★　　★子育て支援・未就園児活動について★
　　　　　～せいこうＳＵＮＳＵＮキッズ～　　　　　～せいこうＳＵＮＳＵＮキッズ～　　　　　～せいこうＳＵＮＳＵＮキッズ～　　　　　～せいこうＳＵＮＳＵＮキッズ～

※近年の夏は殊の外暑い日が続きます。その日の気温や子ども達の体調や
　 保育内容に合わせて快適に生活できるよう全館冷暖房設備を整えています。

※園庭では、大型遊具おひさまランド・トーマス・ドラえもん・
　 砂場などで元気一杯遊んでいます。また夏には
　 プールを設置し、心と身体を開放して水遊びを
　 楽しんでいます。

★せいこうライン（スクールバス）について★せいこうライン（スクールバス）について★せいこうライン（スクールバス）について★せいこうライン（スクールバス）について

【その他】　入会にあたり、園指定の体操服夏・冬上下一式１５，６００円程度
　　　　　　園指定用品一式２１，０００円程度を購入していただきます。
　　　　　　（購入した用品は年少入園後も使用いたします）

バス
（希望者のみ）

2,000 1,400

　たくさんの子ども達や子育て仲間の出会いの中でこそ、伸びやかな
子育てと育ち合いは生まれます。自然な形での自立の一歩を援助し、
心と身体の成長を目指します。

　●せいこう幼稚園の園児達と一緒に登降園・生活し、
　　いろいろな行事にも参加します。

　●子どもの思いや行動をゆったりと受け止めます。
　
　●一足早い集団生活でスムーズな親子分離を行います。

　●身の回りの事は自分でしようとする意欲を高め、自主性の基礎を培います。

Ａコース
（月・水・金）

Ｂコース
（火・木）

保育料 19,950 15,150

お子さまだけの
登園です。

－ 幼稚園部門 ５ － － 幼稚園部門 ６ －



♪ひまわりコース・・・１～３歳児♪ひまわりコース・・・１～３歳児♪ひまわりコース・・・１～３歳児♪ひまわりコース・・・１～３歳児

【対　　象】　平成２６年４月２日～平成２９年４月１日生まれまでの幼児
【保育期間】　平成３０年５月～平成３１年２月（全３０回）
【費　　用】　入会金　３，０００円　会費　３，０００円×１０回

　　 通園バック・上靴・クレパス・のり・はさみを購入していただきます。
　　　(購入した用品は入園後もすべて使用いたします。）

【服　　装】　私服でお越しください。

♪ふれあいコース・・・１～２歳児♪ふれあいコース・・・１～２歳児♪ふれあいコース・・・１～２歳児♪ふれあいコース・・・１～２歳児

　●安全な幼稚園施設を利用して、楽しい親子の遊び方を覚えます。　

【対　　象】　平成２７年４月２日～平成２９年４月１日生まれまでの幼児

【保育期間】　平成３０年５月～平成３0年９月（全８回）

【費　　用】　入会金　３，０００円

　　 月会費の必要はありません。

【服　　装】　私服でお越しください。

♪すまいるコース・・・１～２歳児♪すまいるコース・・・１～２歳児♪すまいるコース・・・１～２歳児♪すまいるコース・・・１～２歳児

　●安全な幼稚園施設を利用して、楽しい親子の遊び方を覚えます。　

【対　　象】　平成２７年４月２日～平成２９年４月１日生まれまでの幼児
【保育期間】　平成３０年１１月～平成３１年２月（全８回）
【費　　用】　入会金　３，０００円 ※月会費の必要はありません。
【服　　装】　私服でお越しください。

　●リズム遊び・体操・絵本の読み聞かせ等、子ども一人一人に精一杯の
　　愛情を注ぎ健やかに育てます。

　●主にコーナー遊びや親子体操など、のびのび・ゆったり楽しい一時を
　　過ごしていただきます。

　　　　●担任や体育講師と楽しく跳んだり走ったりゲームをしながら、丈夫な身体
　　作りをします。

　●主にコーナー遊びや親子体操など、のびのび・ゆったり楽しい一時を
　　過ごしていただきます。

親子さんで活動します。
一緒に子育てを楽しみましょう！！

保育園部門
のご案内

❶ 対象年齢 （０歳～５歳までの保育を必要とする子ども）

０歳児 （平成２９年 ４月 ２日 ～ 平成２９年１０月 １日生まれ）

１歳児 （平成２８年 ４月 ２日 ～ 平成２９年 ４月 １日 生まれ）

２歳児 （平成２７年 ４月 ２日 ～ 平成２８年 ４月 １日 生まれ）

３歳児 （平成２６年 ４月 ２日 ～ 平成２７年 ４月 １日 生まれ）

４歳児 （平成２５年 ４月 ２日 ～ 平成２６年 ４月 １日 生まれ）

５歳児 （平成２４年 ４月 ２日 ～ 平成２５年 ４月 １日 生まれ）

保育を必要とする事由保育を必要とする事由保育を必要とする事由保育を必要とする事由 ＜次のいずれかに該当することが必要です＞

□ 就労

（フルタイムのほか、パートタイム、夜間、居宅内の労働など基本的にすべての就労を含む）

□ 妊娠・出産

□ 保護者の疾病・障害

□ 同居または長期入院している親族の介護・看護

□ 災害復旧

□ 求職活動（起業準備を含む）

□ 就学（職業訓練校等における職業訓練を含む）

□ 虐待やＤＶのおそれがあること

□ 育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること。

※ 詳しくは各市にお問い合わせください。

❷ お申込みの流れ

１．各々お住まいの市町村に「保育の必要性」の認定の申請をしてください。
せいこう幼稚園保育園部門の利用希望の申込みをしてください。

２．市町村からの認定証が交付されます。
３．市町村が利用調整をします。
４．当園への入園が決定後、入園手続きをしていただきます。

－ 幼稚園部門 ７ － － 保育園部門 １ －



❺ 休園日

日曜日・祝日・年末年始

❸ 保育料

各市が定める保育料の基準に準じます。

諸費：スポーツ振興センター加入代（年１回 ２００円）

主食費（３歳以上） １５００円／月

絵本代・遠足代など個人に帰する費用

用品・制服など入園時に必要なもの（年齢による）

※幼稚園部門３ﾍﾟｰｼﾞおよび６ﾍﾟｰｼﾞ参照

特育費（３歳以上） ２０００円／月

その他

❹ 保育時間について

原則として保育時間は、月～土曜日まで午前９時００分～午後１７時００分まで
（ただし土曜日は両親どちらもお仕事の方のみお預かりします。）

勤務の状況や家族の状況により保育時間を延長できます。
（ ７時３０分 ～ １９時００分 まで）

※別途延長保育費用が必要です。

❻ 給食

自園調理の給食を提供します。（月曜日から土曜日まで）

月数回お弁当日があります。

※詳しくは幼稚園部門の４ページをご覧ください。

❼ 登園方法

通園は保護者の方による送迎をお願いします。
台数に限りがありますが、駐車場をご用意しています。

子ども達の一日
午後の活動

預かり保育
おやつ

閉 園
順次降園

順次降園

昼 食

設定保育

９：００
登園

７：３０
早朝預かり

順次登園

１０：００
おやつ

設定保育

１１：３０
昼 食

午睡（０・１・２歳）
お昼寝タイム

おやつ

０・１・２歳児
の一日

３・４・５歳児
の一日

－ 保育園部門 ２ －




