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令和５年度

園児募集要項（1号認定こども用）

社会福祉法人 千早赤阪福祉会

公私連携幼保連携型認定こども園

石川こども園

教育・保育目標

●明るくげんきにあいさつをする子

●お約束を守り、決めたことは最後まで頑張る子

●いつも感謝の心で「ありがとうございます」が言える子

●自分のことは自分でし、お友達の応援もできる子

●自分からすすんで良いことをする子

「明るく、げんきに、たくましく！輝かそう元気魂！」
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・１年保育（５歳児） <菊ぐみ>
平成29年4月2日～平成30年4月1日生まれまで 若干名

・２年保育（４歳児） <ゆりぐみ>
平成30年4月2日～平成31年4月1日生まれまで 若干名

・３年保育（３歳児） <藤ぐみ>
平成31年4月2日～令和2年4月1日生まれまで 10名

※クラス編成は、１号認定（幼稚園部門）、２号認定（保育園部門）の混成となります。

募集予定人数・入園資格

保育時間

月・火・水・木・金 9：00 ～ 15：00 給食有
※ただし、園都合（遠足等）にて時間が延長となる場合があります。その場合は延長料金は発生しません。

（１）入園願書の交付 令和４年9月12日（月）～

（2）入園願書の受付日時 令和４年10月３日（月）～11月４日（金）

15：00～17：00 入園希望の幼児同伴

（３）提出書類 ①入園願書

②施設型給付費・地域型保育給付費支給認定申請書

（4）提出先 石川こども園

（5）選考方法 定員を超える応募があった場合は、公開抽選

（日時は後日連絡）

（6）内定通知 書類受理・選考の結果（面談実施後）入園が認められた

方に園から内定通知書を送付

応募手続き
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児童

フリガナ

氏名

性別

男 ・ 女

生年月日 年 月 日 続柄

現住所

〒

連絡先 ＴＥＬ（ － － ）

保護者

フリガナ

氏名

現住所

※児童と異なる場合のみ記入
〒

連絡先 ＴＥＬ（ － － ）

受付番号 受付年月日

ＮＯ． 年 月 日

入 園 願 書（１号認定用）

年 月 日
社会福祉法人 千早赤阪福祉会
公私連携幼保連携型認定こども園
石川こども園 園長様

保護者氏名 印
以下の通り貴園に入園を申し込みます

※入園願書の資料としてのみ使用します

（下記の欄は記入しないでください）

①
【応募提出書類 見本】

②

保育料

•3歳児から5歳児までの保育料は無償となります。

•給食費、行事費、延長保育料などは、無償化の対象外です。
（給食費（副食費）については、河南町より補助があります。）

（新２号認定）

幼稚園に在園している子どもが「保育の必要性の認定」を受けた場合、預かり保育
の利用料が最大月額11,300円までの範囲で無償化されます（利用日数により計算
します）。
「保育の必要性の認定」は、保育園の利用と同等の要件（月64時間以上の就労
等）があります。申請は、通園先を通じて行っていただきます。
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その他の費用

金額 その他

教育環境充実費
アルバム代

500円／月
1,000円／年

英語DVD代、行事のおみやげ、製作代 等

【預かり保育料】
月・火・水・木・金 7：00～ 9：00 （30分ごと100円）
月・火・水・木・金 16：00～17：00 （15：00～16：00までの延長料金はかかりません）

【その他費用】 ※詳細は別紙にて

制服 約25,000円 （１枚ずつ購入した場合）
体操服 約10,000円 （１枚ずつ購入した場合）
リュックサック 4,000円
用品一式 約13,000円
園外保育（大型バスを利用する遠足等）、連絡ノート代等の実費徴収があります。
※新年度より価格改定される場合があります。

園休園日

◎夏休み 8月1日～8月31日
◎冬休み 12月24日～1月8日
◎春休み 3月24日～4月6日 ※曜日等により異なる場合あり
◎その他、園長が通園危険と認めた日（台風・地震・水害など）
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特別授業・その他

＊対象：３歳・４歳・５歳
各専門講師による授業を行います
・体操指導
・サッカー指導
・新体操指導
・音楽指導
・英会話指導
・スイミング４・５歳（実費徴収）

その他
園外保育（バスに乗ってお出かけ・姉妹園との交流など）
食育（野菜作り・クッキングなど）

課外教室
・そろばん教室 梅本そろばん教室 月曜日
・体操教室 コスモスポーツクラブ 月曜日
・書道教室 藏ヶ崎 南苑 火曜日
・新体操教室 コスモスポーツクラブ 火曜日
・サッカー教室 コスモスポーツクラブ 水曜日
・英語教室 イソップ英会話学院 水曜日
・ピアノ教室 ぷりも ぴあっと 木曜日

※直接教室との契約となります。
時間は、教室によって異なりますが、
基本的には保育終了後となります。
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給食

こども園では、大切なお子様をお預かりするにあたり以下のように安全安心な
食材を使用し、提供させていただきます。
栄養士の献立により、自園調理します。

・お米：無農薬のお米を使用します。玄米＋２分づき
ご飯に押し麦、五穀も混ぜています

・野菜：地域農家から極力農薬の少ない、取れたて野菜を仕入れます
・お魚：中央卸売市場により提供していただきます
・お肉：国産のみを使用していきます
・調味料：砂糖、塩、酢、醤油、味噌、みりんなど厳選されたものを使用します。

お味噌汁を多く取り入れます（無添加のもの）
・その他、アレルギー食にも対応します

登降園、欠席連絡等

石川こども園では、当日のお迎えの時間や体温、欠席、遅刻連絡、預かり保育
の申請はご自身のスマートフォンを利用して申請して頂きます。

登降園の際には、スマートフォンに表示されるバーコードをタブレットにかざし
てください。
また、園だより、連絡事項等はアプリにてご連絡させていただきます。
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主な行事予定

その他 発育測定・誕生日会・避難訓練・金剛登山（５歳）・５園交流会

４月 入園式 ９月 こどもまつり

５月 いちご摘み １０月 運動会、秋の遠足、おいも堀り

春の遠足、内科健診 １１月 七五三参り

６月 歯科健診、尿検査 １２月 おもちつき

１月 たこあげ大会、わくわく音楽会

７月 プール遊び開始 ２月 サッカー大会（５歳）

お泊まり保育（５歳） ３月 卒園式、修了式、お別れ会
滝畑川あそび

※上記は予定ですので変更になることがあります。

1日の流れ

９：００ 登園
体育ローテーション

９：３０ 朝会
運動あそび

１０：１０ 朝の集い
１０：３０ 設定保育 室内遊び、園庭遊び、お散歩

絵画制作、音楽リズム、運動遊び、英語遊び他
１１：３０ 順次給食
１３：００ 午睡（３歳） ※７月のみ４・５歳も午睡
１５：００ 降園
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Ｑ＆Ａ①
Ｑ：幼稚園ではお弁当の日もありますが、石川こども園ではお弁当の日もありますか？
Ａ：基本的に給食です。（遠足等にでかける際にお弁当をお願いすることがあります。）

Ｑ：入園していつから給食が始まりますか？
Ａ：すぐに始まります。

Ｑ：他の幼稚園のように入園してしばらくは午前保育ですか？
Ａ：特に午前保育期間は設けておりませんが、お子様の様子を見て、早めにお迎えに来

ていただくのは構いません。

Ｑ：親子遠足はありますか？
Ａ：ありません。

Ｑ：転園を考えているのですが、用品等はそのまま使わせてもらえますか？
Ａ：園指定のものに関しては、購入してもらうようお願いしております。

スモックは使用していただけます。

Ｑ＆Ａ②

Ｑ：保護者会はありますか？
Ａ：現在はありません。保護者のみなさまもお忙しいと思いますので作っておりま

せん。ただし、５歳児クラスの保護者のみなさまには、行事ごとにお手伝いを
募ることがあります。

Ｑ：１号認定から２号認定へは変更できますか？また可能であればいつでも変更
できますか？

Ａ：変更できます。変更したい前月の１０日までに河南町役場へ申請していただけ
れば可能です。ただし、保育園部門の定員によってはすぐに変更できない場合
があります。

Ｑ：参観はありますか？
Ａ：令和４年度は感染症対策のためオンライン形式で行いました。
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入園申込み後の流れ（予定）
１１月中旬～１２月初旬 面談

※抽選がある場合は別途連絡（昨年度は、抽選なし）

～１２月中旬頃 内定通知送付

２月上旬 入園説明会 【制服・体操服採寸、用品申し込み】

３月上旬 制服・体操服、用品引き取り
※制服・体操服代は現金と引き換え、
用品代はお振込していただきます

入園前健康診断

４月１日（土） 入園式 ＜予定＞

４月７日（金） １学期開始 ＜予定＞

運動参観

お泊り保育
※令和4年は琵琶湖へ

音楽会
（すばるホール）

金剛登山

川遊び（滝畑）こどもまつり

主な行事
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音楽指導

イトマンスイミング 英語あそび新体操指導

サッカー指導 体育指導

※行事予定は、変更になる場合があります。

～Memo～


