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★ 幼保連携型認定こども園とは・・・

幼稚園の機能と保育所の機能を併せもち、０～５歳まで
の子ども達に集団生活の場を提供します。

◎幼稚園の機能
３歳から就学前の子どもに対して「一人ひとりの子ども」をテーマとし
て大切に育てて参ります。就学前教育の場であることを自覚し、子ども
達が多彩な経験の中で自信を持って、小学校へ入学できる様、指導しま
す。

◎保育園の機能
０歳から就学前の保育を必要とする子どもに、健康、安全で情緒の安定
した生活を提供し、発達を支援していきます。

◎全ての子育て家庭を対象に子育て支援を行います
・随時、子育てに関する相談を受け付けています。
・子育て支援に関する情報提供を行います。

せいこう幼稚園では、日々の園生活の中で子ども達に愛情をいっぱい注いで育
てています。子ども達が「自分は愛されている」と沢山感じることができる様言
葉に出して、またスキンシップをとって、「あなたを愛していますよ」「あなた
を大切に思っていますよ」と伝えています。
「良いことをした時には沢山褒めて、悪いことをした時には真剣に叱る」「初
めてのチャレンジには、成功しても仮に失敗してもその頑張りを認める」「大人
に見守られながら、心を満たして思い切り遊ぶ」。この様な環境は、自分自身が
周囲の大人から愛されている、自分の存在が肯定されていると実感でき、将来人
を信頼したり、人を思いやったり、心豊かに自然を愛したり、また困難な事に直
面した時もそれを克服して自ら幸せを掴み取る事ができる優しくしなやかで、強
い心を持つ大人に育ってゆける大切な土台（根っこ）になると考えています。私
達が将来の子ども達に望むこと、それは心豊かに育って欲しいということ、そし
て将来幸せな人生を送って欲しいということです。

せいこう幼稚園のねがい



～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
・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

◎主体的に生きる力を育む保育の実現

・自分のことは自分でする子ども
・丈夫な身体作り

★丈夫な心と身体を育てます。

★創造力いっぱいの造形遊び！

体育講師と体育的な遊びを通して、楽しく跳び箱やマット運動等に
取り組み、健康増進と生きる力を育んでいきます。
 

★楽しくリズム遊び！

専門講師の指導のもと、リズム遊びをはじめ楽しく歌を歌ったり洋楽器・和
太鼓の演奏を通じて情操教育に取り組んでいます。
 

絵の具・クレパス、様々な教材等を使っての作品作りが盛んです。
子ども達の創意工夫から夢あふれる作品が生まれています。
 

★教育理念

・「気づく」「考える」「実行する」

★子ども達を職員全員の大きな愛情で包んでいます。
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。

◎仲良しの心・思いやりの心を育てる保育の実現

★英語で遊ぼう！

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。



★募集人数(１号認定児）

若干名

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。

★願書配布 令和４年９月１日（木）から　　（土日祝除く）

★面接の時間予約について

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。

★出願手続き

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。

⑤制服・体操服の採寸 →採寸のみ(お渡し日の詳細は１０月１日にお知らせ

　します。代金引換で１月頃の予定です。）

年　　　月　　　日生まれ
ご住所   Ｔ Ｅ Ｌ　　（　　　　）

保護者のお名前

きりとり

④せいこうライン
　 申込書提出

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

お子様の名前（ふりがな）

なかよし（週１・週２・週３・週４）・満３・年少・年中・年長　に入園希望

せいこうライン（ｽｸｰﾙﾊﾞｽ）希望　　　　　有　　　　　　　無

面接予約票

ＴＥＬ　　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ができます。

２年保育 ２０名 平成３０年４月２日～平成３１年４月１日

８0名

下記の予約票に必要事項を記入してご持参ください。

日時・・・令和　４　年　１０　月　1　日　（土）

平成３１年４月２日～令和２年４月１日３年保育

★園内見学

４年保育(満３歳） 若干名 満３歳の誕生日を迎えた翌日～令和３年４月１日

１年保育 平成２９年４月２日～平成３０年４月１日

幼稚園部門
１号認定児のご案内



 ★諸経費について

   【用品代】

　　    　　　（夏制服一式）　男児　６，９００円　　

　　　　　　　　  　  　　　　女児　７，４００円　　

    園指定用品（道具類一式）　２４，０００円程度

　　☆全室冷暖房完備です。

　　☆土曜日は休園します。

    園指定制服（冬制服・夏冬体操服・通園かばん・上靴）一式　男児　３８，０００円程度
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　女児　３９，０００円程度

　※各費用は令和４年度の価格です。諸物価高騰により価格改定があります。

入園金 ５０，０００円 （※教育充実費に充当します）

せいこうライン（スクールバス）事務手数料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】
所得に関わらず０円（不徴収）

【特育費及び保育付帯費】
・６,700円程度（毎月）（絵本代等込）

個人に帰する費用は実費を納入していただきます。

・保育付帯費に給食費（主食費・副食費）が含まれます。ただし、副食費が免除される

ご家庭もあります。
・スポーツ振興センター加入代（年１回）：２００円

・その他：アルバム代等を予定しています。（希望者）

【スクールバス費について】
年間の費用（４２，０００円）を１２ヶ月で均等割にして毎月

３，５００円を納入していただきます。（利用者のみ）

★冬制服★ ★夏制服★



★給食について

日付 曜日

※月数回程度お弁当日を設定しています。

9月3日

9月1日

○ご飯
○肉じゃが

○いんげんのおひたし
○油揚げの味噌汁

9月6日

木

金

火

「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。

9月2日

○中華麺　豚肉　キャベツ　玉ねぎ　人参　もやし　
　 塩   こしょう　中華コンソメ　焼きそばソース　
   植物油　青のり　かつお節
○ブロッコリー　人参　コーン　ツナ　酢　砂糖　
   塩　レモン汁

○パイン

○米　麦
○豆腐　豚肉　玉ねぎ　人参　片栗粉　塩　
   こしょう　植物油　大根　しめじ　えのき　
   ねぎ　醤油　砂糖　みりん　酒　だし汁
○青菜　もやし　かつお節　醤油　砂糖
○鶏肉　人参　里芋　ごぼう　椎茸　こんにゃく
 　青ねぎ　醤油　みりん  酒　だし汁

献立

水

9月5日

9月7日

○米　黒米
○海老　人参　さつま芋　塩　　片栗粉　植物油
○白菜　しめじ　えのき　醤油　砂糖
○みかん

主な材料

○ソース焼きそば

○ブロッコリーの
　　　　　　　サラダ
○一口フルーツ

○米
○豚肉　玉ねぎ　じゃが芋　人参　いんげん　こんにゃく
　酒　みりん  砂糖　醤油　植物油
○いんげん　人参　醤油　砂糖　だし汁
○油揚げ　玉ねぎ　味噌　だし汁

○米
○白身魚　生姜　酒　醤油　砂糖　マヨドレ　青のり
○青菜　もやし　人参　醤油　砂糖　中華コンソメ
○豆腐　人参　玉ねぎ　中華コンソメ　塩　醤油

土

月

　　令和４年9月献立一部抜粋

○米　豚肉　人参　コーン　ピーマン　玉ねぎ　にんにく　
   生姜　中華コンソメ　砂糖  トマトケチャップ　
　 ウスターソース　みりん  醤油　塩　こしょう　
　 カレー粉　 植物油
○ブロッコリー　人参　ツナ　マヨドレ　酢　砂糖　塩　
   こしょう　植物油
○かぼちゃ　玉ねぎ　豆乳　中華コンソメ　塩　パセリ

○ご飯
○白身魚の青のり焼き
○青菜の中華和え
○豆腐の中華スープ

○黒米入りご飯
○天ぷら3種盛り
○白菜ときのこのおひたし
○一口フルーツ

○ご飯
○豆腐ハンバーグ
　　　みぞれあんかけ
○青菜ともやしの
　　　　　おかか和え
○のっぺい汁

○ドライカレー

○ブロッコリーの
         ツナマヨサラダ
○かぼちゃの豆乳スープ



★預かり保育について

●入会手続き(入会金2，500円)が必要です。（年度毎）

●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。

●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。
●給食がない短縮期間中はお弁当が必要です。

サタデ-保育
土曜日7時30分～

　　1５時３０分まで
　　　　      2，３00円

600円

バス送り 1，２00円

ホームクラス
保育終了後～

　  18時30分まで
　　　　　　800円

一人のお留守番は寂しいですね。

時　　　間 費　　　用

早朝保育
７時３０分～

　　保育開始まで
                 200円

預かり保育で楽しく遊びましょう。

うさちゃんクラブ
保育終了後～

　　１７時まで

お迎え

※ただし、次の場合は、預かり保育の利用料が一部無償化になる場合があります。

●新２号認定（１号認定児さんが認定を受けた場合）

無償化の上限：１１,３００円と、「４５０円ｘ１ヶ月の利用日数」を比較し、

低い金額となります。

●新３号認定(満３歳児さんが認定を受けた場合）

無償化の上限：利用日数が２５日以内の場合

「４５０円ｘ１ヶ月の利用日数」
利用日数が２６日以上の場合

１６,３００円

・支給額は、「実際に支払った額」と「無償化の上限」を比較し、低い金額となります。



　

※耐震性に優れた園舎です。

※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室冷暖房設備を整えています。

※授乳室・シャワー室・身障者用トイレ
　 があります。

※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。

※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。

　

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

★せいこう幼稚園での
「イキイキ生活」を支える力

★せいこうライン（スクールバス）について

可愛らしい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。

送迎コース等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。
※通園バス停車位置・送迎時間の指定はできません。園が決定し、

お申込みいただいた方に３月中にお知らせいたします。
※通園バス送迎時間やバス停車位置について特にご要望がお有り

の方はご希望にそえない場合もありますので、各ご家庭で園
までの送迎をお願いいたします。



♪なかよしコース・・・２歳児『ひよこぐみ』

【対　　象】　令和２年４月２日～令和３年４月１日生まれまでのお子様

【保育期間】　令和５年５月～令和６年３月

【費　　用】　・入会金　３，０００円

　　  ・スクールバス事務手数料　　１，０００円

※年間の費用を11ヶ月で均等割にし、5月～3月に毎月納入していただきます。

登園回数・曜日（月・水・木・金）をご自由にお選びいただけます。　　　

お子様の様子や保護者の方のお仕事の都合によってお選びください。

　※保育料には給食費、行事費、絵本代なども含まれます。

曜日 保育料 バス費

９,０００円

1,４００円

週３コース

７００円

２６,00０円

【その他】　

入会にあたり、園指定の体操服
夏・冬上下一式２６，０００円程度
園指定用品一式２０，０００円
程度を購入していただきます。

※購入された用品は年少入園後も

週４コース ３４,00０円 ２,８００円

２,１００円

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

　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。

週１コース 月・水・木・金曜日のうち、
好きな曜日をお選びくださ
い。（原則として曜日は年間
を通して変更はできませ
ん。）

週２コース １８,０００円

お子さまだけの
登園です。

令和５年度より、誕生日を迎えた次の日から、

クラスを変更することなく、満３歳児として毎

日登園することができます。（無償化の対象

になります）詳しくは園までお問い合わせ

ください。



♪ひまわりコース・・・１～３歳児

【対　　象】　平成３１年４月２日～令和４年４月１日生まれまでの乳幼児
【保育期間】　令和５年４月～令和６年２月（全３０回）
【費　　用】　入会金　３，０００円　月会費　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

　●安全な幼稚園施設を利用して、楽しい親子さんの遊び方を覚えます。　

【対　　象】　令和２年４月２日～令和４年４月１日生まれまでの乳幼児
【保育期間】　令和５年５月～令和５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

　●安全な幼稚園施設を利用して、楽しい親子さんの遊び方を覚えます。　

【対　　象】　令和２年４月２日～令和４年４月１日生まれまでの乳幼児
【保育期間】　令和５年１１月～令和６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。

　●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。

　●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。
　●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。

親子さんで活動します。
一緒に子育てを楽しみましょう！！



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 （令和 ４年 ４月 ２日 ～ 令和 ４年 １０月 １日生まれ）

１歳児 （令和 ３年 ４月 ２日 ～ 令和 ４年 ４月 １日 生まれ）

２歳児 （令和 ２年 ４月 ２日 ～ 令和 ３年 ４月 １日 生まれ）

３歳児 （平成３１年 ４月 ２日 ～ 令和 ２年 ４月 １日 生まれ）

４歳児 （平成３０年 ４月 ２日 ～ 平成３１年 ４月 １日 生まれ）

５歳児 （平成２９年 ４月 ２日 ～ 平成３０年 ４月 １日 生まれ）

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

（フルタイムの他、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。

保育園部門
２・３号認定児のご案内



❸ 諸経費

【保育料】

・３号認定の方

市町村民税の額により決定された額

住民税非課税世帯のみ ０円（不徴収）

・２号認定の方

所得にかかわらず ０円（不徴収）

【特育費及び保育付帯費】

３歳以上 ８,５００円程度（毎月）（絵本代等込）
２歳 ２,０００円程度（毎月）
０・１歳 １,５００円程度（毎月）

３歳以上保育付帯費には給食費（主食費・副食費）を含みます。
ただし、一部対象の方は副食費が免除されます。

個人に帰する費用は実費を納入して頂きます。
・スポーツ振興センター加入代（年１回）：２００円
・その他：アルバム代等を予定しています。（希望者）

【用品代】

・０歳児・1歳児
園指定用品（道具類一式）１２,０００円程度

・２歳児
園指定制服（体操服・上靴・通園カバン）１９,０００円程度
園指定用品（道具類一式）１９,０００円程度

・３～５歳児

園指定制服（冬制服・体操服・通園かばん・上靴など一式）
男児：３８,0００円程度 女児：３９,０００円程度
（夏制服一式）

男児：６,９００円程度 女児：７,４００円程度
園指定用品（道具類一式）２４,０００円程度

※諸物価高騰により価格改訂があります。

以上を購入していただきます。

※各費用は令和４年度の価格です。諸物価高騰により
価格改訂があります。



❹ 保育時間について

原則として保育時間は、月～土曜日まで就労時間にそってお預かりします。
（ただし土曜日は保育の必要がある方のみお預かりします。）

❻ 通園方法

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。

❺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５ページを

ご覧ください。



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

登園

７：３０
早朝預かり

順次登園

おやつ

設定保育

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


