
　幼保連携型認定こども園

　　佐野たちばな幼稚園

　平成３１年度　重要事項説明書

　



　　　　　　　　　幼保連携型認定こども園佐野たちばな幼稚園

　　　　　　　　　　　　　入園のしおり　(重要事項説明書)

　　教育・保育の提供の開始にあたり、当園が保護者様に説明すべき内容は、次のと
　おりです。ご同意いただいた場合は、下記別紙に必要事項をご記入のうえ、園にご
　提出ください。

　　　　　　　　　　　　　　　ご提出必要書類一覧

　　　　　　・　入園申込み書、利用同意書
　　　　　　・　施設型給付費、地域型保育給付費に係わる支給認定申請書
　　　　　　・　就労証明書(２号・３号認定希望児のみ)
　　　　　　・　家庭状況等調査票(２号・３号認定希望児のみ)

　※既にご提出いただいている、書類がありましたら、再提出の必要はございません。

　１　施設運営主体

　　　　　名　称　　　学校法人　立正学園

　　　　　所在地　　　〒３２７-０８４３

　　　　　　　　　　　栃木県佐野市堀米町５１３

　　　　　代表者　　　理事長　石原　顕彰

　２　施設の概要

　　　　　施設の名称　幼保連携型認定こども園佐野たちばな幼稚園

　　　　　施設の所在地　〒３２７-０８４６

　　　　　　　　　　　　栃木県佐野市堀米町５１３

　　　　　　　　　　　　℡　０２８３-２３-６２６２

　　　　　　　　　　　　fax　０２８３-２５-５５０４

　　　　　施設長(管理者)　園長　石原　顕彰

　　　　　開設年月日　　　平成３０年４月１日

　３　職員の設置状況　(平成３１年４月予定)

　　　　　常勤　　園長　　　　　　１名 非常勤　保育教諭　　　５名

　　　　　　　　　副園長　　　　　１名 　　　　栄養士　　　　１名

　　　　　　　　　主幹保育教諭　　２名 　　　　調理師　　　　１名

　　　　　　　　　指導保育教諭　　１名 　　　　バス運転手　　２名

　　　　　　　　　保育教諭　　　１８名 　　　　事務　　　　　１名 1



　４　クラス編成

　　　　　　　　　　幼稚部　　　　保育部　　クラス名　　　利用定員(平成３１年度)

　　　　６ヶ月～　　　　　　　　　　６人　　　　　　　　　　　　　６人
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(ひよこ)
　　　　１歳　　　　　　　　　　　１４人　　　　　　　　　　　　１４人
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(ひよこ)
　　　　２歳　　　　　　　　　　　１５人　　　　　　　　　　　　１５人
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(あひる)
　　　満３歳　　　　１８人　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１８人
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(いちご)
　　　　３歳(年少)　３０人　　　　１５人　　　　　　　　　　　　４５人
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(ぱんだ・うさぎ・こあら)
　　　　４歳(年中)　３４人　　　　１５人　　　　　　　　　　　　４９人
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(さくら・すみれ)
　　　　５歳(年長)　３４人　　　　１５人　　　　　　　　　　　　４９人
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(こすもす・ひまわり)

　５　開園日・開園時間及び休所日

　　　　　開園日　　　　月曜日から土曜日

　　　　　開園時間　　　平日・土曜日　７：３０　～　１８：３０

　　　　　預かり保育　(幼稚部)　平日　８：００　～　１８：００

　　　　　休園日　　　　日曜日・祝祭日・年末年始　(１２月２８日～１月３日)

　　　　　　　　　　　　(幼稚部は園行事により休園日有)

　６　年間行事予定

　　　　　１学期　　４月　入園式・内科検診・歯科検診

　　　　　　　　　　５月　保育参観・父母の会総会

　　　　　　　　　　６月　遠足(保護者同伴)・家族ふれあい運動会

　　　　　　　　　　７月　プール遊び・バザー・七夕まつり・お泊り保育(年長)

　　　　　　　　　　８月　夕涼み会(夏祭り)・夏期保育

　　　　　２学期　１０月　秋大運動会・芋ほり遠足・どんぐり拾い

　　　　　　　　　１１月　保育参観・学年ハイキング

　　　　　　　　　１２月　おゆうぎ会・おもちつき大会

　　　　　３学期　　１月　白鳥見学

　　　　　　　　　　２月　豆まき・保育参観

　　　　　　　　　　３月　ひな祭り・お別れ遠足・卒園式

　 　　　　　　　　　　　　※　誕生会・避難訓練・身体測定を当園で行ないます。２



　７　健康診断

　　　　　年２回委託医が健診します。(幼稚部は年１回)

　　　　　　※　健診の結果は、児童票(日々の成長記録)及び連絡帳に記載します。

　８　給食について

　　　　６ヶ月～２歳児(保育部)は自園厨房にて栄養士・調理師さんが調理し提供
　　　いたします。

　　　　３歳より５歳児の(保育部・幼稚部)は佐野市給食センターで調理した物を
　　　配膳して提供いたします。

　　　　※　アレルギーにも対応いたします。

　９　委託医

　　　　　当園は、下記の医療機関と委託医契約を締結しています。

　　　　診療医　　　　病院名　　　　　　住所　　　　　　　　　　　　℡

　　　　　内科　　　　柳川医院　　　佐野市赤坂町１８５　　　　２２-０５１６

　　　　　歯科　　　　斉藤歯科　　　佐野市堀米町２６８３-１　　２２-１２２７

　　　　　薬剤師　　　横堀悦子　　　佐野市富岡町１５６-３　　　２３-４４１０

１０　感染症対策について

　　　　幼稚園は、幼児の集団生活の場です。感染症については流行を予防することは
　　　とても大切なことであり、治療してから登園させることが重要となります。
　　　　そこで、下記のような伝染病にかかり出席停止となった場合、医師に治癒した
　　　との認定を受けるまでは登園させないで下さい。

　　　　　病名 　　登園基準　(目安になります。個人差があるので
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　医師の指示に従って下さい。)

　　　　インフルエンザ　　　　　　　　解熱後３日経過するまで
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　発症後５日経過していること
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※同居のご家族が発症した場合にも出席停止
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　対象となります。

　　　　百日せき　　　　　　　　　　　特有の核が無くなるまで、又は５日間の適正な
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　抗生物質製剤による治療が終了するまで

　　　　麻疹　(はしか)　　　　　　　　解熱後３日を経過するまで

　　　　流行性耳下腺熱(おたふくかぜ)　耳下腺の腫れがなくなるまで

　　　　水痘　(みずぼうそう)　　　　　全ての発疹がかさぶたになるまで

　　　　感染性胃腸炎　(ノロ)　　　　　下痢・嘔吐症状が消失するまで

　　　　プール熱　　　　　　　　　　　主な症状が無くなった後２日を経過するまで

　　　　その他感染症　　　　　　　　　医師の許可があるまで 3



１１　緊急時の対応

　　　　お預かりしている園児に病状急変等の緊急事態が発生した場合には、園児の身体
　　　の安全を最優先させ、保護者様と連絡がとれない場合でも、当園が責任をもって、
　　　しかるべき対処を行なう場合があるので、あらかじめご了承ねがいます。

　　　　　　　　市内病院　　　　　　住所　　　　　　　　　　　℡

　　　　　佐野市厚生総合病院　　佐野市堀米町１７２８　　　２２-５２２２

　　　　　藤田整形外科医院　　　佐野市相生町１９９　　　　２３-５１５１

　　　　　柳川小児科医院　　　　佐野市赤坂町１８５　　　　２２-０５１６

　　　　　　　　緊急隊

　　　　　佐野市消防本部　　　　佐野市富岡町１３９１　　　２２-０１１９

　　　　　　　　警察署

　　　　　佐野警察　　　　　　　佐野市浅沼町５７３-６　　　２４-０１１０

１２　非常災害時の対策

　　　　非常時の対応として以下の対策をしています。

　　　　変更後消防計画佐野市消防本部　　平成３０年４月２日届出
　　　　届出先 防火管理者　氏名　石原　顕彰

　　　　避難訓練　　　　　　火災及び地震を想定した避難訓練を実施。
　　　　　　　　　　　　　　園単独(月１回)　消防署訪問(年１回)

　　　　防災設備　　　　　・自動火災報知機　・誘導灯　・消火器

　　　　避難場所　　　　　第１避難場所　市指定一時避難場所　佐野市こどもの国
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐野市堀米町５７９
　　　　　　　　　　　　　第２避難場所　市指定避難場所　　　佐野市立城北小学校
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐野市堀米町１１５６

１３　虐待等への対応

　　　　　当園は、児童虐待防止法の定めるところにより、不適切な養育等が疑われる場
　　　　合には、市や関係機関と連携し、適切な対応を図ります。児童虐待を発見した場
　　　　合には、通告義務が課せられております。この通告義務は守秘義務により優先さ
　　　　れます。

１４　園児に対しての保険の種類・内容

　　　　　災害共済給付契約・・園・保護者が掛金を負担しています。入園と同時に自動
　　　　的に加入になり、お手続き等は不要です。
　　　　　独立行政法人日本スポーツ振興センターが運営。学校の管理下の児童生徒等の
　　　　災害共済事務のみでなく、災害を防止するための学校安全の業務を行なっている
　　　　民間の保険で成しえないこれらの業務を国、学校の設置者、学校と連携して実施
　　　　している特別立法による共済制度です。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※　保障内容については別紙参考　4



１５　利用の開始について

　　　　当園の利用をできるのは、市町村から(保育所入所承諾書)に記載されている期間
　　　からとなります。

１６　利用の終了について

　　　　当園は、以下の場合には保育の提供を終了いたします。

　　　　　　①　児童が小学生に就学したとき

　　　　　　②　児童の保護者が、児童福祉法又は子ども・子育て支援法に定める支給
　　　　　　　　要件に該当しなくなったとき(他市への引越し含む)

　　　　　　③　その他、利用の継続について重大な支障又は困難が生じたとき

１７　休園について

　　　　休園(１ヶ月以上)の場合は、理由を書いて園に届出を提出してください。
　　　　　　※　１号は休園中でも保育料は納入していただきます。
　　　　　　※　２、３号は保育料を徴収する事は有りません。

１８　園と保護者様との連絡について

　　　　　　①　お子様の園での状況や家庭での状況を相互に連絡しあうために連絡帳
　　　　　　　　を活用します。(体温・食事・遊び等)　※メモや口頭でも結構です。

　　　　　　②　月に１回、園たよりを発行します。月の行事や共通連絡事項をおしらせ
　　　　　　　　します。

　　　　　　③　緊急の連絡事項などは、その都度、お手紙にて連絡するか連絡網にて
　　　　　　　　℡でお知らせします。

１９　保護者会(父母の会)について

　　　　　５月に保護者会総会を開催しています、園からは行事やできごと、理事会等の
　　　　内容等に関することについておしらせします。また、保護者のご意見をいただく
　　　　場としています。

２０　当園におけるその他の留意事項

　　　　登園のとき　　　　・送り迎えは、責任ある保護者が行なってください。
　　　　　　　　　　　　　・登園は、必ず９時３０分までにお願いします。
　　　　　　　　　　　　　・送ってきたら、必ず職員に預けてからお帰り下さい。

　　　　降園のとき　　　　・お迎えは、責任ある保護者が行なってください。
　　　　　　　　　　　　　・降園は必ず１５時までにお願いします。
　　　　　　　　　　　　　　　　(時間をすぎると自動的に預かり保育となります。)

　　　　駐車場について　　・幼稚園の正門は安全管理のため、門を開けたら必ず閉めて
　　　　　　　　　　　　　　下さい。
　　　　　　　　　　　　　・送迎時や課外活動の送迎時に駐車場をご利用の際は交通の
　　　　　　　　　　　　　　妨げになりますので、速やかに車の移動をお願いします5



　　　　バスの送迎について・通園バスを利用になる方は、決められた時間の５分前まで
　　　　　　　　　　　　　　に指定された場所にお集まり下さい。
　　　　　　　　　　　　　　バスが停車して職員が迎えるまでは動かず、手をつないで
　　　　　　　　　　　　　　お待ち下さい。
　　　　　　　　　　　　　　バスは交通渋滞、事故なので予定時刻に遅れることがあり
　　　　　　　　　　　　　　ます。予定時刻を１５分過ぎても到着しない場合は園へ連
　　　　　　　　　　　　　　絡して下さい。℡２３-６２６２
　　　　　　　　　　　　　・ご家庭からバス停までの送迎は各家庭で責任をもってお願
　　　　　　　　　　　　　　いします。
　　　　　　　　　　　　　・道路は交通が激しく、大変危険です。保護者の送迎で通園
　　　　　　　　　　　　　　する方は、交通ルールを十分指導して下さい。信号を守り
　　　　　　　　　　　　　　正しい歩行、横断をするには保護者の模範が基本となりま
　　　　　　　　　　　　　　す。園と保護者で責任をもって、事故のないようにしまし
　　　　　　　　　　　　　　ょう。また、近隣のお店の駐車場内等では子どもを遊ばせ
　　　　　　　　　　　　　　ないで下さい。
　　　　　　　　　　　　　・台風、雪、その他の非常事態にてバス時間が変更になる際
　　　　　　　　　　　　　　には℡にて連絡いたします。
　　　　　　　　　　　　　・バスの時間は年度ごとにかわります。
　　　　　　　　　　　　　　※年度内にバスコースがやもを得ず変わることもあります
　　　　　　　　　　　　　　　あらかじめご了承下さい。

　　　　欠席をする場合　　・登園が遅れる場合、休む場合、バスを利用しない等は必ず
　　　　　　又は　　　　　　ご連絡をお願いいたします。℡２３-６２６２
　　　　登園が遅れる場合

　　　　お薬について　　　・医師に処方された薬のみ服薬いたします。
　　　　　　　　　　　　　　薬の種類によっては園で対応が出来ない薬があります。
　　　　　　　　　　　　　・園での服薬等の場合には、内服袋や容器に記名、日付
　　　　　　　　　　　　　　用法(食前・食後等)を投薬依頼書に必ず記入して
　　　　　　　　　　　　　　１日分のみ持参して下さい。

　　　　喫煙について　　　・当園の敷地内はすべて禁煙です。ご協力お願いいたします

　　　　職員等の守秘義務　・当園の全職員は、守秘義務に関する誓約書を園に提出し
　　　　　　　　　　　　　　守秘義務を遵守いたします。

　　　　　　　　　　　　　・当園の職員及び管理者と職員及び管理者であったものは、
　　　　　　　　　　　　　　その業務上知りえた個人情報を外部へ漏らしません。
　　　　　　　　　　　　　　但し、他の保育施設等へ転園する場合においては、円滑
　　　　　　　　　　　　　　な移行を図るため、また、緊急時に病院等の関係機関に
　　　　　　　　　　　　　　対し情報提供が必要な場合においてはその限りではあり
　　　　　　　　　　　　　　ません。
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２１　ご利用のご案内

　・幼保連携型認定こども園、佐野たちばな幼稚園は、制度上　幼稚部　と　保育部　に
　　分かれています。それぞれ、利用時間や保育料が異なり、ご利用に際してどちらかを
　　選択していただく必要があります。
　　※幼稚部と保育部は、制度上の区分けであり、教室を分ける等ではなく、教育・保育
　　　行事等は合同で行います。

　　　　　　　幼稚部　保育部の選択に際し、以下を参考にしてください。

　　　　　　　　幼　稚　部　概　要　(３～５歳児)

　　　　・３歳児から５歳児であること
　　　　利用条件　　　　・市による支給認定申請において、１号認定を受けること

　　　　・その他当園の規定による

　　　　利用日　　　　　　・平日　　月　～　金

　　　　利用時間　　　　　　１０：００～１４：００

　　　　休園日　　　　　　　土・日曜日、祝祭日、年末年始、春・夏・冬休み
　　　　　　　　　　　　　　その他園長が特別に定める日、年に数日午前保育の日があ
　　　　　　　　　　　　　　ります。

　　　　預かり保育時間　　　平日　　　１５：００～１８：００

　　　　　　　　　　　　　　春・夏・冬　８：００～１８：００
　　　　　　　　　　　　　　休み中

　　　　入園検定料(申込み時　　　　　　　　　　　　５，０００円

　　　　利用料

　　　　保育料(月額)　　　　佐野市指定　利用者負担額　に準ずる
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　別紙参考

　　　　その他実費徴収

　　　　給食費　　　　　　　完全給食　　　　　　　４，０００円

　　　　　　　　　　　　　　副食給食(おかづのみ)　３，０００円

　　　　　　　　　　　　　　毎日家庭弁当　　　　　　　　　０円

　　　　バス維持費　　　　　往復　　　　　　　　　３，０００円

　　　　　　　　　　　　　　片道　　　　　　　　　２，０００円

　　　　保護者会費　　　　　月６００円　　５月３６００円　　１２月３６００円

　　　　卒園準備金　　　　　　　　　　　　　　　月１，０００円　４・５歳のみ

　　　　新学期用品費　　　　　　約７，０００円～１０，０００円

　　　　園児服・体操服・カバン一式　　　　　　　１３，２００円

7



　　　　預かり保育料

　　　　　　　　月極　　　平日(午前保育含む)　　　３，０００円

　　　　　　　　　　　　　８月　　　　　　　　　　５，０００円

                臨時　　　平日(午前保育含む)　１回　　３００円

　　　　　　　　　　　　　長期休暇期間　　　　　　　　５００円

　　　　(預かり保育利用については１号でも就労しているか、その他保育に欠ける
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ことが条件となります。)

　　　　　※佐野市より預かり保育補助金として月極利用者には月１，０００円の補助金
　　　　　　が幼稚園を経由して保護者様に交付されます。

　　　　幼稚園としての子育て支援

　　　　　①　ひとり親世帯の預かり保育料を減免(無料)とします。
　　　　　　　　　　(ただし１回利用につきおやつ代１００円をいただきます。)

　　　　　②　第３子目以降の預かり保育料を減免(無料)とします。
　　　　　　　　　　(ただし１回利用につきおやつ代１００円をいただきます。)

　　　　　③　同時在園の預かり保育利用料を１人分減免(無料)とします。
　　　　　　　　　　(ただし１回利用につきおやつ代１００円をいただきます。)

　　　　　④　同時在園のバス利用者のバス維持費を１人分減免(無料)とします。

　　　　　⑤　在園児の下の子どもの入園検定料を減免いたします。

　　　　　⑥　連携施設(はなな保育園・ちびっこランド)よりの入園検定料を減免します

　幼稚部の１日　平日(月～金)　開園時間　８：００～１８：００

　　　　時間　　　　　　３～５歳児(年少・年中・年少)

８：００　～　９：３０　　　登園・早朝預かり保育

９：３０　～１０：３０　　　自由遊び

１０：３０～１１：００　　　朝の活動

１１：００～１２：００　　　季節の活動(主活動)・工作・体操教室・その他

１２：００～１３：００　　　昼食　(食育)

１３：００～１４：００　　　午後の活動・降園準備

１４：００～１５：００　　　降園

１５：００～１８：００　　　預かり保育・おやつタイム
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　　　　　　　　保　育　部　概　要　(３～５歳)

　　　　・３歳児から５歳児であること
　　　　利用条件　　　　・市による支給認定申請において、２号認定を受けること

　　　　・その他当園の規定による

　　　　利用日　　　　　　・平日　　月　～　土
　　　　　　　　　　　　　　※土曜日の利用には、土曜就労が条件です。
　　　　　　　　　　　　　　※土曜日就労されない場合での土曜日の利用は、幼稚部と
　　　　　　　　　　　　　　　同じとなります。

　　　　利用時間　　　　　保育短時間認定　　　　　８：３０～１６：３０
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　土曜日８：３０～１６：３０

　　　　　　　　　　　　　保育標準時間認定　　　　７：３０～１８：３０
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　土曜日７：３０～１８：３０

　　　　休園日　　　　　　・日曜日・祝祭日・年末年始

　　　　利用料

　　　　保育料(月額)　　　　佐野市指定　利用者負担額　に準ずる
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　別紙参考

　　　　その他実費徴収

　　　　給食費　　　　　　　完全給食　　　　　　　２，０００円

　　　　　　　　　　　　　　副食給食(おかづのみ)　　　　　０円

　　　　　　　　　　　　　　毎日家庭弁当　　　　　　　　　０円

　　　　バス維持費　　　　　往復　　　　　　　　　３，０００円

　　　　　　　　　　　　　　片道　　　　　　　　　２，０００円

　　　　保護者会費　　　月６００円　５月３６００円　１２月３６００円　年少より

　　　　卒園準備金　　　　　　　　　　　　　　　月１，０００円　４・５歳のみ

　　　　新学期用品費　　　　　　約７，０００円～１０，０００円

　　　　園児服・体操服・カバン一式　　　　　　　１３，２００円　　　　年少より

　　　　幼稚園としての子育て支援

　　　　　①　同時在園のバス利用者のバス維持費を１人分減免(無料)とします。

　　　　　②　在園児の下の子どもの入園検定料を減免いたします。
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　　　　預かり保育　　　　　月～土
　　　　※保育短時間認定
　　　　　　　　　　　　　　※土曜日の利用には、土曜就労が条件です。
　　　　　　　　　　　　　　※土曜日就労されない場合での土曜日の利用は、幼稚部と
　　　　　　　　　　　　　　　同じとなります。

　　　　預かり保育料　　　　時間　　７：３０～８：３０
　　　　　　　　　　　　　　　　　　１６：３０～１８：３０

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　月極　　　３，０００円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　臨時　１時間　３００円

保育部の１日　　　(月～土)　開園時間　７：３０～１８：３０

　　　　時間　　　　　　３～５歳児(年少・年中・年少)

７：３０　～　９：３０　　　登園

９：３０　～１０：３０　　　自由遊び

１０：３０～１１：００　　　朝の活動

１１：００～１２：００　　　季節の活動(主活動)・工作・体操教室・その他

１２：００～１３：００　　　昼食　(食育)

１３：００～１４：００　　　午後の活動

１４：００～１５：００　　　自由遊び・お昼寝　　　

１５：００～１８：３０　　　おやつタイム・降園
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　　　　　　　　保　育　部　概　要　(６ヶ月～２歳)

　　　　利用条件　　　　　・６ヶ月から２歳であること
　　　　　　　　　　　　　　※１歳児の場合には、離乳食が完了し、１人で歩けること
　　　　　　　　　　　　　・市による支給認定申請において、３号認定を受けること
　　　　　　　　　　　　　・その他当園の規定による

　　　　利用日　　　　　　・平日　　月　～　土
　　　　　　　　　　　　　　※土曜日の利用には、土曜就労が条件です。
　　　　　　　　　　　　　　※土曜日就労されない場合での土曜日の利用は、幼稚部と
　　　　　　　　　　　　　　　同じとなります。

　　　　利用時間　　　　　保育短時間認定　　　　　８：３０～１６：３０
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　土曜日８：３０～１６：３０

　　　　　　　　　　　　　保育標準時間認定　　　　７：３０～１８：３０
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　土曜日７：３０～１８：３０

　　　　休園日　　　　　　・日曜日・祝祭日・年末年始

　　　　利用料

　　　　保育料(月額)　　　　佐野市指定　利用者負担額　に準ずる
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　別紙参考

　　　　給食費・おやつ代　　利用料に含まれます。

保育部の１日　　　(月～土)　開園時間　７：３０～１８：３０

　　　　時間　　　　　　６ヶ月～２歳児(ひよこ・あひる)

７：３０　～　９：３０　　　登園・視診

９：３０　～１０：００　　　トイレトレーニング

１０：００～１０：３０　　　おやつ

１０：３０～１１：００　　　朝の活動・出席シール貼り

１１：００～１２：００　　　主活動・トイレトレーニング

１２：００～１３：００　　　昼食(食育)

１３：００～１４：００　　　お昼寝　　　

１４：００～１５：００　　　自由遊び・トイレトレーニング

１５：００～１５：３０　　　おやつ

１５：３０～１８：００　　　自由遊び

１８：００～１８：３０　　　降園
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　　年間行事予定

　　　　　１学期　　４月　入園式・内科検診・歯科検診

　　　　　　　　　　５月　保育参観・父母の会総会

　　　　　　　　　　６月　遠足(保護者同伴)・家族ふれあい運動会

　　　　　　　　　　７月　プール遊び・バザー・七夕まつり・お泊り保育(年長)

　　　　　　　　　　８月　夕涼み会(夏祭り)・夏期保育

　　　　　２学期　１０月　秋大運動会・芋ほり遠足・どんぐり拾い

　　　　　　　　　１１月　保育参観・学年ハイキング

　　　　　　　　　１２月　おゆうぎ会・おもちつき大会

　　　　　３学期　　１月　白鳥見学

　　　　　　　　　　２月　豆まき・保育参観

　　　　　　　　　　３月　ひな祭り・お別れ遠足・卒園式

　　　　　　　　　　　　　※　誕生会・避難訓練・身体測定を当園で行ないます。

　幼稚部の１日　平日(月～金)　開園時間　８：００～１８：００

　　　　時間　　　　　　３～５歳児(年少・年中・年少)

８：００　～　９：３０　　　登園・早朝預かり保育

９：３０　～１０：３０　　　自由遊び

１０：３０～１１：００　　　朝の活動

１１：００～１２：００　　　季節の活動(主活動)・工作・体操教室・その他

１２：００～１３：００　　　昼食　(食育)

１３：００～１４：００　　　午後の活動・降園準備

１４：００～１５：００　　　降園

１５：００～１８：００　　　預かり保育・おやつタイム



保育部の１日　　　(月～土)　開園時間　７：３０～１８：３０

　　　　時間　　　　　　３～５歳児(年少・年中・年少)

７：３０　～　９：３０　　　登園

９：３０　～１０：３０　　　自由遊び

１０：３０～１１：００　　　朝の活動

１１：００～１２：００　　　季節の活動(主活動)・工作・体操教室・その他

１２：００～１３：００　　　昼食　(食育)

１３：００～１４：００　　　午後の活動

１４：００～１５：００　　　自由遊び・お昼寝　　　

１５：００～１８：３０　　　おやつタイム・降園

保育部の１日　　　(月～土)　開園時間　７：３０～１８：３０

　　　　時間　　　　　　６ヶ月～２歳児(ひよこ・あひる)

７：３０　～　９：３０　　　登園・視診

９：３０　～１０：００　　　トイレトレーニング

１０：００～１０：３０　　　おやつ

１０：３０～１１：００　　　朝の活動・出席シール貼り

１１：００～１２：００　　　主活動・トイレトレーニング

１２：００～１３：００　　　昼食(食育)

１３：００～１４：００　　　お昼寝　　　

１４：００～１５：００　　　自由遊び・トイレトレーニング

１５：００～１５：３０　　　おやつ

１５：３０～１８：００　　　自由遊び

１８：００～１８：３０　　　降園


