学校法人若竹学園

千里幼稚園

園の概要

令和４年度

◎創 立：昭和 39 年 9 月 30 日
◎理事長：小路 三郎
◎園 長：小路 靖士
◎園地総面積：3,632 ㎡
◎運動場面積：1,573 ㎡
◎設備、施設：緑の多い園庭、保育室（冷暖房完備）、遊具、プール、バス４台
多目的室（ロビー）、救護室（ベッド１台・移動式ベッド２台）、ホール、応接室
いこいの広場（ｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷ）、トイレ（洋式・小便器・シャワー室）洗い場（手洗い・足洗い）
◎安全対策：監視（防犯用）カメラ設置、門の施錠（ｵｰﾄﾛｯｸ式）、警察ホットライン設置
さすまた、催涙スプレー、防犯用ﾏｰｶｰﾎﾞｰﾙ、防犯ブザー、笛、携帯電話
◎所在地：〒565-0862 大阪府吹田市津雲台４丁目６番１号（千里ニュータウン内）
◎電

話：06－6871―0664

◎ＦＡＸ：06―6871―4881

◎ホームページ http://www.senri-k.ed.jp

◎クラス編成
☆年長（5 歳児）
：3 クラス

※１クラス定数 35 名

☆年中（4 歳児）
：3 クラス ※1 クラス定数 35 名
☆年少（3 歳児）
：4 クラス ※１クラス定数 25 名（各クラスに満３歳児が若干名在籍します）
※年少児のｸﾗｽ編成は基本的に居住地区別ですが、諸事情により調整する場合があります。
また、途中入園の場合は居住地に関係なく空きのあるクラスになる可能性があります。
※進級児は、発達差の考慮や社会性の幅を持たせるためにクラス替えを行います。

◎クラス担任
☆全クラス１人担任制
※主任、フリー教諭がクラス担任をカバーしたり、園全体の保育環境の充実を図ります。

◎通園バス
現在（令和 3 年度）はマイクロバス 4 台で１０コースを送迎しています。
各コースの所要時間は、４０分以内です。
※送迎の時間は、年度毎で変更があります。
（毎年、新入児受け入れの為、ご了承ください。）

◎保育日・保育時間・休園日
【1 年間を、3 保育期に分けています】
☆第１保育期：4 月 1 日～8 月 31 日（8 月末に 5 日間の夏期保育があります）
☆第２保育期：9 月 1 日～12 月３１日
☆第３保育期：1 月 1 日～3 月 31 日
【保育時間】通常：午前 9 時～午後 2 時（午前保育の場合は、午前 9 時～11 時 30 分）
【休園日】 １．土曜日、日曜日 ２．祝日 ３．夏休み、冬休み、春休み
４．創立記念日（9 月 30 日） ５．園長が必要と認めた日
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◎保育に取り入れている指導

※担任と専任講師による指導（英語は外国人講師）

☆ペタペタシールあそび：ピアジェ博士の発達理論に基づく教材（年少版・年中版・年長版）
☆「もじ」
「ことば」
「かず」の教材
（年少“ぬり文字”/ 年中“うつし文字”/ 年長“もじとかずのワーク”
）
☆造形活動

（年少/中/長）

☆音楽指導 （年少/中/長）

☆英語遊び

（年少/中/長）

☆体育指導 （年少/中/長） ☆タブレット遊び（年中/長）

◎昼食
☆月・水・金曜日…給食【給食会社委託 ※アレルギー対応可（卵・乳・小麦・他）
☆火・木曜日…保護者の手作り弁当

◎保護者参加の行事
1 学期：始業式、入園式、親子親睦遠足、保育参観、七夕まつり、個人懇談会
２学期：運動会、生活発表会
３学期：保育参観、造形展、個人懇談会、卒園式、修了式
※他に保育見学会や母の会行事も（希望者のみ）あります。

◎預かり保育「ホームクラス」

※送迎はありません

※利用は在園中の園児に限ります。入園前、卒園後の利用はできません。
保育のある日（平日）の保育終了後に実施しています。（行事前や当日等、実施しない日もあります。）
☆子育て支援の一環として、夏・冬・春休みも実施いたします。（但し、定員制の為、予約が必要です。）
【保育後の預かり時間と費用】
☆午前保育：11 時 30 分～15 時（800 円）※延長最大 19 時まで（1 時間毎：250 円）
☆午後保育：14 時～17 時 30 分まで（800 円）※延長最大 19 時まで（1 時間毎：250 円）

【休み中の預かり時間と費用】※夏休み、冬休み、春休み
☆1 日預かり：8 時 30 分～16 時 30 分（1,850 円）
☆午前預かり：8 時 30 分～12 時（800 円）
☆午後預かり：13 時～16 時 30 分（800 円）

【早朝の預かり時間と費用】
☆7 時 40 分～8 時 40 分（250 円）

【昼食について】基本的には、お弁当を持参してください。
☆ご家庭で準備が出来ない場合は、必ず事前にお申し出ください。
昼食代：460 円

※アレルギー対応は出来ません。

※預かり保育の無償化につきましては、新 2 号・新 3 号の認定を受けた世帯に限られます。
認定の基準は各市により異なります。
【上限：1 日 450 円】

◎特別課外活動

※送迎はありません

☆体育教室…木曜日（年中・年長・小学生）
☆サッカー教室…金曜日（年中・年長・小学生）
☆英語教室…月・火曜日クラス（年中・年長・小学生）
※詳しくは、入園後に各教室より案内があります。
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千里幼稚園

学校法人若竹学園
令和４年度
①募集人数【優先制度あり

入園のご案内

※津雲台地域/在園生の弟妹・お知り合い/卒園生の弟妹】

◎満３歳児：８名～10 名
◎３歳児（3 年保育）
：６９名
◎４歳児（2 年保育）：２０名
◎５歳児（1 年保育）
：若干名

②出願整理券受付（一般の方）
◎令和３年 9 月２１日～２９日

午前 10 時～午後 4 時 ※平日

③願書受付と手続き
◎令和３年 10 月１日（金）
午前８時３０分～９時３０分
午前１０時～１１時

※縁故優先予約者

※一般受付（3 年保育・満３歳児は抽選になる可能性があります）
※２年・１年保育は抽選なしで受付の予定です。

◎受付場所は、本園の東門（津雲台小学校寄り、道路側）を開門します。
受付時間内にご来園ください
【当日提出物】
１．入園願書（必要事項を記入してください）
２．通園バス申込書（利用希望者のみ必要事項を記入してください）
３．検定料 3,５00 円

（キャンセル待ちの方は、入園案内後に納金いただきます）

④入園面接日
◎令和３年 10 月４日（月）午後２時～午後５時

※時間は、願書受付時にお知らせ致します。

１．集団生活に必要な体力と心身共に健康であるか、保護者との三者面談を行います。
２．合格者には、「入園許可証」をお渡しします
※持ち物・・・面接時間記載書（選考料受領証）、室内履きスリッパ、マスク
ｱﾚﾙｷﾞｰ、病気等に関する診断書（自己申告が必要です）
注）後日発覚の場合、再選考になる場合があります。

３．面接終了後、
「入園金の納金」と「制服の採寸・用品の申し込み」を完了してください。
４．入園金は下記の通りです。
・３歳児（3 年保育）
：80,000 円

・満３歳児：80,000 円

・４歳児（2 年保育）
：70,000 円

・５歳児（1 年保育）：60,000 円

※入園金の納金がない場合、「入園許可証」は無効になります。
※納金後の返金はできません。転勤の可能性がある方は、事前にお申し出ください。
※制服、用品のご購入は 1２月２３日（木）です。費用は、約 9０,000 円程度になります。
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⑤幼児教育・保育無償化について
◎無償化の対象になる経費、対象外の経費については下記の通りです。
（無償化の対象）
□保育料：25,700 円/月（年額 308,400 円）
（無償化の対象外）
□給食費：3,000 円/月（年額：36,000 円）
□母の会（保護者会）会費：６00 円/月（※弟妹の方は、半額 300 円/月となります）
※年間行事活動費、園児へのプレゼント代、その他保険や諸活動に充当
※1 年間の金額を 12 等分した金額です（年額：7,200 円）

□送迎費（バス通園の方）：3,500 円/月（年額：42,000 円）
入園金納金時に 別途登録料 3,000 円（初回のみ）が必要です。

□（年中・年長）教育充実費・施設等維持費：３,000 円/月
□（年少・満３歳）教育充実費・施設等維持費：４,000 円/月
□お泊り保育（年長児のみ）：6,000 円～8,500 円 ※内容により金額の変動があります。
□卒園記念品代（年長児のみ）：200 円/月
□その他：不足用品など個人に必要な費用

⑥送迎について
【バス通園】
□バス送迎をご希望の方は「通園バス申込書」を入園願書受付日に提出してください。
※各バス停は、千里幼稚園ホームページにて掲載しています。
□対象年齢：満 3 歳～6 歳
□入園時に登録する「バス停」以外の利用はできませんので、予めご了承ください。
※ご家庭の都合や習い事などでバス利用ができない日は、幼稚園まで自主通園を
お願いします。
※引っ越しなどのやむを得ない事情の場合は、バス停の登録変更を許可します。
事前にご相談ください。（送迎変更届が必要）
【自主通園】
□保護者の方が幼稚園の門まで送り迎えをしてください。
□登園時間：8 時 40 分～9 時
□降園時間：14 時 15 分～14 時 30 分
□お車で送迎される場合は、交通の妨げにならないように近隣の有料駐車場をご利用
ください。※みなさんの安全を考慮し、路上駐車は固くお断りいたします。
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幼稚園見学会のお知らせ

改正版

●9/1～9/10 の幼稚園見学会にご予約いただいていた皆様
●新たに幼稚園見学会に参加を希望される皆様

大阪府下や吹田市において新型コロナウイルスの「第５波」
で、未就学児への感染リスクが急拡大している為、幼稚園が
分散登園の午前保育に変更になりました。つきましては、9/1
～9/10 に予定しておりました幼稚園見学会は中止とさせて
いただきます。

9/13～9/24(土日祝除く)に振替て開催する予定です。
大変お手数をお掛けしますが、ご希望の方は再度、幼稚園ま
でお電話でお申し込みいただきますようにお願いしたしま
す。
新たに幼稚園見学会に参加を希望される方も、随時受付して
おりますので、幼稚園までご連絡ください。

見学時間は、10：15 開門、10：30～11：00 見学、11：15
閉門です。
さくら会の保育がある日は、9/14、4/17、9/21、9/24 で
す。
持ち物は、上履き、ハンカチ、水筒をお持ちください。(お
子様が同伴される方は、お子様の分も。)
保育中の写真・ビデオ撮影はご遠慮ください。
お車でご来園の際は、必ず有料駐車場に止めてください。
(※本園の駐車場はございません)

千里幼稚園

06-6871-0664

