
★当冊子は教育・保育施設選びの際、ご参考としてご利用ください。

★詳細や、見学等につきましては各教育・保育施設に直接お問合せください。

★利用手続きのご案内は、別冊の「門真市保育施設・事業の利用案内」
　に掲載しておりますので併せてご覧ください。

施 設 情 報

よい保育施設の選び方 十か条（厚生労働省通知）
①まずは情報収集を

②事前に見学を

③見た目だけでは決めないで

④部屋の中まで入って見て

⑤子どもたちの様子を見て

⑥保育する人の様子を見て

⑦施設の様子を見て

⑧保育の方針を聞いて

⑨預けはじめてからもチェックを

⑩不満や疑問は率直に

令和5年度

門真市こども部 保育幼稚園課
〒571-8585 門真市中町１番１号

電 話 ：06-6902-1231・072-885-1231（代表）

電 話 ：06-6902-6757（直通）

ＦＡＸ：06-6902-0656

幼稚園



大和田幼稚園

◆教育・保育内容 ◆園のPR
門真市就学前教育・保育共通カリキュラムに基づき、「思いを伝えつながる子ども」を大きな ・笑顔いっぱい！元気いっぱい！一人一人の子ども達が遊びの経験を通し、主体的に活動に
目標とし「心豊かな子ども」「遊び学ぶ子ども」に育つよう、年齢及び発達段階をふまえた教 取り組める子どもを目指します。
育・保育計画や指導計画を立てて教育・保育をします。 ・家庭や地域と様々な連携を図りながら園児の保護者に対する支援及び地域の子育て家庭に
また、家庭や地域と連携をもち、情緒の安定を図ると共に、一人一人の子どもの生活と遊び 対する支援を行います。
が、自発的、主体的にできるように環境を整えます。

◆利用時間 ◆主な行事 ※新型コロナウイルスの流行等により変更する場合があります
１学期始業式 運動会

9 ： 00 ～ 14 ： 00 14 ： 00 ～ 17 ： 00 入園式 園外散歩
9 ： 00 ～ 11 ： 30 11 ： 30 ～ 17 ： 00 園外保育

こどもの日の集い 老人福祉センターと交流会
保育参観 作品展
創立記念日（5/23）、園外散歩 交通安全教室
園外保育、じゃがいも掘り もちつき

◆見学会および説明会 カレーパーティー、休日参観 お楽しみ会
・見学／随時（電話で要予約） プール開き ２学期終業式

七夕の集い ３学期始業式
◆入園時諸費用等 プール参観 凧揚げ

４・５歳児 標準服等（標準服、通園鞄、帽子等）　12,000円 夏祭り 保育参観
用品代（年間を通して使用する個人用品の一括購入に要する費用）　約6,000円 １学期終業式

夏期保育 節分ごっこ
◆毎月必要な費用 生活発表会

園外保育、小学校交流
２学期始業式 ひなまつり
敬老の集い お別れ会
十五夜の集い 保育証書授与式

*１　利用者のみ徴収 ３学期終業式
※その他、遠足費用など別途必要

◆時間外保育
月～金曜日／教育時間終了後～17時まで ◆子育て支援
月・火・木・金曜日/300円、水曜日・短縮期間/500円、１ヶ月/5,000円 ・ひまわりクラブ（満１歳～就学前の親子対象）
※土・日・祝日、創立記念日（5/23）、始業式・終業式・修了式・運動会・園外保育実施日、 親子で登園し、園舎や園庭を利用し、親子で園児や先生と一緒に遊ぶ。
　　夏季・冬季・春季休業中は実施しません。 幼稚園のいろいろな生活を知る。
※他に、園の行事によって実施しない日があります。 １学期は月２回、２学期・３学期は月３回実施します。

※月１回は設定なしの園庭開放のみです（9：30～10：30）
◆昼食 ◆看護師の有無 （内容） 10：00～11：00　　園庭開放・絵本読み聞かせ等

弁当／週４回（月・火・木・金） （費用） 年間300円（教材費）、その他プレゼント代などは別途徴収します。

◆通園方法 ・赤ちゃんの駅実施
通園バス／２コース 　授乳やおしめ替えに必要な方は、遠慮なく園の施設をご利用ください。
徒歩／個人送迎 　職員室に授乳スペースを用意しています。

・絵本の貸出
◆駐車場・駐輪場の有無 　毎週金曜日に絵本・ＤＶＤ・保護者向けの育児書等を貸出します。

駐車場：なし
駐輪場：あり ◆地域交流 ※新型コロナウイルスの流行等により変更する場合があります

・保育園．．．計画をたて、お互いの園を行き来して遊んでいます。
◆その他 ・小学校．．．学校見学に行ったり、給食体験をしたり、児童と交流したりします。

大和田幼稚園は令和7年4月1日に上野口保育園と統合し、令和8年4月1日より認定こども園として ・中学校．．．ギターマンドリン部の演奏を聴いたり、体育祭の玉入れに参加したり、
現在の大和田幼稚園の場所で運営を予定しています。     職場体験学習の生徒と関わったりします。

施設種別 公立幼稚園 園のＨＰはこちら
所在地 大橋町５-21 定員 130人 →

電話番号 072-883-3325 対象年齢 ４歳児～

教育標準時間 預かり保育
４月 10月月・火・木・金 平　日

水曜日 水曜日

休園日
土曜日・日曜日・祝祭日・年末年始（12/29～1/3）

創立記念日（5/23）/夏期（7/21～8/31）
冬期（12/25～1/7）・春期（3/25～4/7）

５月 11月

６月 12月

歳児別
毎月の経費（円）

幼児費 バス代*1

９月
4歳児

1,500 3,000
5歳児

看護師:なし

７月 １月

８月 ２月

３月

その他

☆費用や行事等については変更となる場合があります。詳細については、各施設にお問い合わせください。
☆この情報は令和５年４月１日現在のものです。



大阪愛徳幼稚園

◆教育・保育内容 ◆園のPR
１．カトリック精神に基づき宗教的雰囲気の中で、幼児の心身のよりよい発達を願いつつ、無邪気な魂に、 個性あふれる子どもたち一人一人を大切にし、尊重し、関わる中でかけがえのない存在である自己に気付き、
　　神を敬い、人々を愛する心を養う。 たくさんの愛情を受けて心身ともに健康で感受性豊かな成長を育んでいきます。
２．学校教育法に示す目的及び目標を達成するため、次の基本方針によって幼児の教育を行う。 全ての子どもたちは素晴らしい能力を身につける可能性を秘めており、様々な遊びの経験を通して創造性や

◆健康と心身の調和的な発達 実行力が養われて行きます。
◆協調・自主・自立の精神 仲間と共に生活する中で喜びや悲しみを共有し、お互いを認め合い、情緒豊かでやさしくおもいやり深い人間
◆道徳性のめばえを育む 性を育て、協調性、社会性を身に着けていけるようにと願いながら、日々感謝の心を忘れず携わっています。
◆基本的な生活習慣としつけ
◆豊かな情操を育てる また、これからはグローバルな社会に対応する子どもになって欲しいという思いから、世界共通語である英語に
◆国際人としての礎を築く 力を入れていくため、ネイティブによる英語オンリーで週3回レッスンを行います。学年にあったカリキュラムを

通して日本語と同じように自然と英語が身につくよう、様々な教材で楽しみながら英語を学びます。

◆利用時間 ◆主な行事
入園式 運動会

10 ： 00 ～ 14 ： 00 朝 7 ： 30 ～ 8 ： 30 一日 14 ： 00 ～ 19 ： 00 いちご狩り 味覚狩り
- ： - ～ - ： - 7 ： 30 ～ 19 ： 00 半日 11 ： 30 ～ 19 ： 00 親子遠足 あいとくあきまつり

こどもの日のつどい 七五三
園外保育 園外保育
聖母行列 移動動物園

◆入園時諸費用等 人形劇
入園金　30,000円 内科検診 おもちつき
検定料　2,000円 歯科検診 キャンドルサービス

参観日 クリスマスパーティー

七夕まつり
※購入する数により前後します。 夕涼み会

サマー保育
◆毎月必要な費用 豆まき

生活発表会

敬老の日の集い ひなまつり
卒園コーンサーと
お別れ遠足

*１　幼児教育・保育の無償化により無償化対象が25,700円のため、保護実質負担は月額1,300円 卒園式
*２　利用者のみ。8月は徴収なし 身体測定
保護者会費　年間6,300円 お誕生日会（毎月）
卒園積立金（５歳児のみ）　年間20,100円

◆預かり保育 ◆子育て支援
月曜日～金曜日７:30から8:30まで早朝預かり保育、保育終了後から19:00まで預かり保育を実施 ・うさちゃん教室
（土曜日・代休・夏冬春休み中の預かり保育は、７:30～19:00）
 少人数で遊びながら個性を伸ばしていくだけではなく、トイレや食事など基本的な生活習慣を学習する
１時間　100円～300円(時間帯による) ２歳児対象の母子分離クラスです。
おやつ代：１回60円(無償化の対象外) ・こあら教室（月2回程度）
※早朝の預かり保育は無料です いつもとは違う環境の中で、親子のふれあいを楽しみます。また同世代の子ども同士の関わりや、

同年代の子どもを持つ親同士の関わりを通して、子育ての楽しさや悩み、苦しみを共にわかち合います。
◆昼食 ◆看護師の有無 ・園庭開放（毎週木曜日　15：00～16：00）

自園給食／週５回 園庭の遊具だけではなく、保育室も開放しています。
※自園で調理を行っているのでアレルギーにも対応しています。

◆課外活動
◆通園方法 ・体育 ・英語 ・学研

通園バス／4コース（運行時間：最長36分、平均25分） ・サッカー ・空手 ・チアスクール
徒歩／個人送迎

◆駐車場・駐輪場の有無
◆見学会および説明会 駐車場：なし（近くのコインパーキングをご利用ください。）

・見学／随時(電話で要予約） 駐輪場：あり（園内に駐輪）
・オープンスクール（見学会）／6月～7月実施予定（要予約）
・入園説明会／8月下旬から9月中旬 （予約不要）

看護師:あり

９月 ３月
4歳児

5,000
5歳児

その他

3,400

８月 ２月

満3歳

27,000
4,000

2,200 5,500
3歳児

歳児別
毎月の経費（円）

保育料*１ 教育・保育環境充実費 施設維持費 給食費 通園バス代*２

休園日 土曜日・日曜日・祝祭日・創立記念日（2/26）、
夏期（8/1～8/26）・冬期（12/22～1/7）・春期（3/17～4/7前後）

５月 11月

６月 12月

衣類・鞄・用品代など
満３歳児 約30,000円
３歳児 約40,000円

４・５歳児 約45,000円
７月 １月

４月 10月平　日 平　日

土曜日 土曜日

電話番号 06-6908-2266 対象年齢 満３歳児～

教育標準時間 預かり保育

施設種別 私立幼稚園（私学助成） 園のＨＰはこちら
所在地 元町５-27 定員 210人 →

☆費用や行事等については変更となる場合があります。詳細については、各施設にお問い合わせください。
☆この情報は令和５年４月１日現在のものです。



すずらん幼稚園

◆教育・保育内容 ◆園のPR
明るく元気でのびのびした子どもの育成をめざします。 先生は皆明るく、一人一人の園児のためにベストを尽くします。駅から近く、交通の便が
遊び時間は、子どもたちが自分で見つけた遊びに熱中。クラス活動の時間には、仲間と一緒に考え、 優れているにも関わらず、昔からの住宅が並ぶ静かな環境下にあり、子どもたちがのびのびと
知・体・徳のバランスのとれた保育内容を実施展開しています。保育に英語・体操も取り入れています。 表現豊かに成長できます。日々園児の活気が伝わってくる幼稚園です。

◆利用時間 ◆主な行事
春季特別ホームクラス 運動会

9 ： 00 ～ 14 ： 15 14 ： 30 ～ 17 ： 45 入園式
- ： - ～ - ： - - ： - ～ - ： - 進級式

春の遠足 秋の遠足
参観 参観
創立記念日 七五三（年長）

※年度によって休園期間は変動します。 土曜参観 生活発表会 お餅つき会
プール遊び・水遊び開始 クリスマス会 クリスマスコンサート

◆入園時諸費用等 ２学期終業式 冬季特別ホームクラス
【満３歳】入園金30,000円、制服代約40,000円 七夕まつり 人形劇観劇 個人懇談 冬季特別ホームクラス
【３歳児】入園金30,000円、制服代約40,000円 プール遊び・水遊び １学期終業式 ３学期始業式
【４歳児】入園金30,000円、制服代約40,000円 夏季保育 １日遠足（年長希望児） かるた大会（年中・年長）
【５歳児】入園金30,000円、制服代約40,000円 夏季保育 節分豆まき
　検定料／5,000円 夏季特別ホームクラス 参観 人形劇観劇

２学期始業式 幼児器楽合奏大会（年長）
◆毎月必要な費用 参観 お別れ遠足（年長）

卒園式
修了式 春季特別ホームクラス

遠足は動物園、万博公園、みかん狩り、水族館　など
避難訓練（防災・防犯・消防）

◆見学会および説明会 （当面の間事前予約をいただいております。）
*１　週４回希望者の場合。週３回希望者は月額4,000円。８月は除く。 ・見学／随時行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
*２　バス通園者のみ ・入園説明会／８月下旬～９月　
※入園金などの諸費に対する兄弟割引は行っておりません。

◆子育て支援
◆預かり保育 ・園庭開放　※事前申込み必要

月～金曜日14：30～17：45（夏季保育期間は11:30から） 未就園児の方を対象に、自由に遊んで頂けるように園庭を開放しています。
１日400円／１ヶ月最大5,000円 お友達やお知り合いの方をお誘い合わせの上、お気軽に幼稚園までお越しください。
別途おやつ代　１日100円／1カ月最大1,300円（原則ご家庭からおやつを持参していただきます。） 毎週木曜日　15：00～16：30
夏季・冬季・春季休園期間中は一部を除いて特別ホームクラスを実施。上記代金と同額。 ・親子教室スイミー　　※事前申込み必要

●月１回土曜…親子で触れ合い遊び、うた、リトミック、製作遊びなど。
◆昼食 ◆看護師の有無 ●毎週木曜日…「体操の先生と遊ぼう！」正課の体操指導担当による体操遊び。

週３回給食希望の方 ・満２歳児プレ保育「すみれ組」　※随時申込受付
給　食・・・週３回（月曜日・水曜日・金曜日） 保護者の方から離れて、お歌を歌ったり、お絵かきをして遊びます。
お弁当・・・週２回（火曜日・木曜日） ２コース（月曜日・水曜日コースまたは火曜日・金曜日コース）から選んでいただきます。

週４回給食希望の方 １回400円、教材費月額500円です。
給　食・・・週４回（月曜日・火曜日・水曜日・金曜日）
お弁当・・・週１回（木曜日） ◆課外活動

※アレルギー対応あり（食物アレルギーをお持ちの方はご相談下さい。） ・体操（コスモスポーツクラブ） ・ピアノ教室（ピアノ）
・サッカー（コスモサッカークラブ） ・英語教室（さくら英語学院、外国人講師による）

◆通園方法
通園バス／８コース（運行時間：最長36分、平均28分） ◆駐車場・駐輪場の有無
徒歩／集団送迎  園児の集合場所まで先生がお迎えに行きます。 駐車場：当園隣の月極駐車場あり（詳しくはお問い合わせください）。
保護者送迎可 駐輪場：あり（園内に駐輪スペースがございます）

その他
3歳児
4歳児
5歳児

看護師:なし

満3歳

4,500 2,000 500 1,000 1,000

歳児別
毎月の経費（円）

給食費*1 通園会費*２ 教材費 教育充実費 施設等維持費

７月 １月

８月 ２月

９月 ３月

休園日
土曜日・日曜日・祝祭日・創立記念日、

夏期（8/1～8/20）・冬期（12/23～1/8）
春期（3/23～4/4）

５月 11月

６月 12月

４月 10月平　日 平　日
土曜日 土曜日

電話番号 072-884-3456 対象年齢 満３歳児～

教育標準時間 預かり保育

施設種別 私立幼稚園（新制度） 園のＨＰはこちら
所在地 上島町17-32 定員 545人 →

☆費用や行事等については変更となる場合があります。詳細については、各施設にお問い合わせください。
☆この情報は令和５年４月１日現在のものです。



さくら幼稚園

◆教育・保育内容 ◆園のPR
明るく元気でのびのびした子どもの育成をめざします。 さくら幼稚園は1967年４月門真団地と共に開園致しました。
登園後の遊び時間は、子どもたちが自分で見つけた遊びに熱中。クラス活動の時間には、仲間と 門真市内で唯一の第１種住宅地にあり、古くからのお付き合いの近隣住民が多く、地域に根差した
一緒に考え、知・体・徳のバランスのとれた保育内容を実施展開しています。 幼稚園です。先生は皆明るく、一人一人の園児のためにベストを尽くします。

満三歳教室、未就園児教室もあります。日々園児の活気が伝わってくる幼稚園です。
◆利用時間

◆主な行事
9 ： 00 ～ 14 ： 15 14 ： 30 ～ 17 ： 45 春季特別ホームクラス 運動会
- ： - ～ - ： - - ： - ～ - ： - 入園式

進級式
春の遠足 秋の遠足
参観 参観

※年度によって休園期間は変動します。 創立記念日
土曜参観 生活発表会 お餅つき会

◆入園時諸費用等 プール遊び・水遊び開始 クリスマス会 クリスマスコンサート
【満３歳】入園金30,000円、制服代約40,000円 ２学期終業式 冬季特別ホームクラス
【３歳児】入園金30,000円、制服代約40,000円 七夕まつり 人形劇観劇 個人懇談 冬季特別ホームクラス
【４歳児】入園金30,000円、制服代約40,000円 プール遊び・水遊び １学期終業式 ３学期始業式
【５歳児】入園金30,000円、制服代約40,000円 夏季保育 １日遠足（年長希望児） 初書き かるた大会
　検定料／5,000円 夏季保育 節分豆まき

夏季特別ホームクラス 参観 人形劇観劇
◆毎月必要な費用 ２学期始業式 幼児器楽合奏大会（年中・年長）

参観 お別れ遠足（年長）
卒園式
修了式 春季特別ホームクラス

遠足は動物園、万博公園、みかん狩り、水族館　など

*１　週４回希望者の場合。週３回希望者は月額4,000円。８月は除く。 ◆子育て支援 （当面の間事前予約をいただいております。）
*２　バス通園者のみ ・ともだち広場　
※入園金などの諸費に対する兄弟割引は行っておりません。 園庭遊具で遊んだり、園内を自由に見学し保育の様子を見ていただけます。

・園庭開放
◆預かり保育 未就学児の方を対象に、自由に遊んで頂けるよう園庭を開放しています、お友達やお知り合いをお誘い

月～金曜日14：30～17：45（夏季保育期間は11:30から） 合わせの上お気軽に幼稚園までお越しください。
１日400円／１ヶ月最大5,000円 ・きらきら教室 ★令和５年度はきらきら教室の中身が充実❢
別途おやつ代　１日80円／1カ月最大1,000円 ●月１回土曜…親子で触れ合い遊び、うた、リトミック、製作遊びなど。
夏季・冬季・春季休園期間中は一部を除いて特別ホームクラスを実施。上記代金と同額。 ●毎週木曜日…「体操の先生と遊ぼう！」正課の体操指導担当による体操遊び。

・満２歳児プレ保育「たんぽぽ組」　※随時申込受付
◆昼食 保護者の方から離れて、お友達とお歌を歌ったり、お絵かきをして遊びます。

週３回給食希望の方 ◆看護師の有無 月曜日…楽器遊び、火曜日…季節の歌を取り入れたリトミック、木曜日…製作・お絵かき。等々。
給　食・・・週３回（月曜日・水曜日・金曜日） 曜日ごとにテーマを決めて活動をします。曜日を決めて参加してください。１回400円、教材費　月額500円。
お弁当・・・週２回（火曜日・木曜日）

週４回給食希望の方 ◆課外活動
給　食・・・週４回（月曜日・火曜日・水曜日・金曜日） ・体操（コスモスポーツクラブ） ・ピアノ教室（ピアノ）
お弁当・・・週１回（木曜日） ・英語教室（さくら英語学院、外国人講師による）

※アレルギー対応あり（食物アレルギーをお持ちの方はご相談下さい。）
◆見学会および説明会

◆通園方法 ・見学／土曜日　ともだち広場（詳しくはホームページをご覧ください）
通園バス／４コース（運行時間：最長40分、平均37分）
徒歩／集団送迎。園児の集合場所まで先生がお迎えに行きます。 ◆駐車場・駐輪場の有無
保護者送迎可 駐車場：あり（園外）

駐輪場：あり（園内に駐輪スペースがございます。）

その他
3歳児
4歳児
5歳児

看護師:なし

4,500 2,000 500 1,000 1,000

９月 ３月
歳児別

毎月の経費（円）
給食費*1 通園会費*２ 教材費 教育充実費 施設等維持費

満3歳

６月 12月

７月 １月

８月 ２月

平　日 平　日
４月 10月土曜日 土曜日

休園日
土曜日・日曜日・祝祭日・創立記念日、

夏期（8/1～8/20）・冬期（12/23～1/8）
春期（3/23～4/4） ５月 11月

電話番号 072-884-3688 対象年齢 満３歳児～

教育標準時間 預かり保育

施設種別 私立幼稚園（新制度） 園のＨＰはこちら
所在地 千石東町10-10 定員 280人 →

☆費用や行事等については変更となる場合があります。詳細については、各施設にお問い合わせください。
☆この情報は令和５年４月１日現在のものです。



大阪ひがし幼稚園

◆教育・保育内容 ◆園のPR
いきいきと明るく、すなおでやさしく、自分で考えてのびのびと行動する子どもの育成をめざします。 本園の魅力は何と言っても子どもたちを取り巻く環境です！
遊びや体験が教育である。土や水にまみれたり、いろんなごっこ遊びなどの体験から、自ら感じ、 ① 緑に囲まれた自然豊かな園庭には、小川の流れる広場やステージ、ちびっこ農園や田んぼ、天然木を
考え、表現し、人との関わりや協力し合って、実現できることの楽しさを知る。 生かした総合遊具があり、飼育小屋にはミニブタやウサギ、チャボがいます。

また、広い自然観察農園（ビオトープ・レンコン畑・畑・田んぼ）や原っぱもあり、米や野菜の栽培をしたり、様々な
◆利用時間 生き物と出会える貴重な自然環境です。そして日々子どもたちは、水や土、泥に触れて、思い存分遊ぶことができます。

② 教職員は子どもたちと共に遊び、学び、考え、一人ひとりに寄り添いながら、家庭と連携して、指導や
9 ： 00 ～ 14 ： 00 7 ： 30 ～ 18 ： 30 援助を行っています。
9 ： 00 ～ 13 ： 00 - ： - ～ - ： - ③ 幼稚園と保護者が連携して、お子さまのより良い育ちを考え保育してまいります。

◆主な行事
入園式／進級式 運動会（年長・年中）
個人懇談 運動会（年少）

◆入園時諸費用等 園外保育
【満３歳児】入園金70,000円 稲刈り
【３歳児】入園金60,000円 親子遠足 リーフカーニバル
【４歳児】入園金50,000円 健康診断 保育参観
【５歳児】入園金40,000円
※きょうだいで同時入園する場合は軽減があります。 保育参観 ほんわか音楽会
検定料／5,000円 田植え（年長） ごはんを食べよう会
制服代／30,000円前後 クリスマス会
その他の諸費用につきましては、パンフレット等をご覧ください。 七夕まつり会 もちつき

クラス集会 そばうち（年長希望親子）
◆毎月必要な費用 アイススケート（年長）

なかよし旅行（年長・宿泊保育） 豆まき
生活発表会（みんなのお楽しみ会）
そり遊び（年長）
小学校見学（年長）

園外保育 ひなまつり会
クラス集会

※幼児教育・保育の無償化により保育料の内25,700円は無償化 卒園式
※きょうだいで在園する場合は園独自の軽減があります。
*１　バス代は利用者のみ徴収

◆預かり保育
〇早朝　月曜日～金曜日／7：30～9：00　100円 ◆子育て支援
〇保育終了後　月曜日～金曜日／～18：30まで　最長利用で日払い1,100円 ・教育相談
★新２号認定の方は、一日の利用料金のうち450円が無償化となります。 ・キンダーカウンセリング（臨床心理士による個人カウンセリング）
〇夏冬春休み中の預かり保育は７：30～18：30　※年末年始、お盆除く　 専用の子育て支援室の家庭的な落ち着いた雰囲気の中、臨床心理士による個人カウンセリングを実施
早朝、16時以降の延長を除き、１日1,200円～1,400円 しています。
※別途入会金1,000円が必要（年間） ・未就学園児教室「おひさまクラブ」（２歳児親子分離クラスと１歳児親子クラスがあります）

未就学児の子どもたちが、「先生」という新しい存在や同年齢の友達と接して一緒に集団生活を経験
◆昼食等のアレルギーについて する中で、幼稚園ならではの遊びを楽しみ、生活面での自立心を育みます。

自園の給食室による手作り給食/ 週４回（月曜日・火曜日・木曜日・金曜日）、弁当/  週１回（水曜日） 毎年1月～３月上旬に「おひさまクラブ」見学説明会を実施しています。その際にパンフレットと実施日程表
★食物アレルギーは、対応できる範囲で対応しています。　　　　　　　　　　　　　　　　　 をお渡ししています。詳しくはこちらにご参加ください。(詳しい日程などは新着情報をご確認ください）

・リーフサークル(保護者会）
◆看護師の有無 サークルやクラブ活動をはじめ、様々な活動を通して趣味を広げたり色々な情報交換や子育てについて

話し合ったりする中で親睦を深め、お子様の成長と共に楽しく有意義な活動に参加していただくことができ
ます。

・親父の会
通園バス／11コース（運行時間：最長38分、平均28分）  父と子のふれあい遊びや父親の親睦を図り、子育てへの参加を促す目的で、様々な活動を展開して
徒歩／個人送迎 います。

・ひがしっ子(幼稚園と小学校と家庭を結ぶ機関紙）
◆駐車場・駐輪場の有無 幼児期から児童期までの子育て支援と幼小連携活動の必要性を啓発するために、年２回発行し、

駐車場：なし（最寄りのコインパーキングをご利用ください。） 在園児と６年生までの卒園児及び各小学校・教育委員会へ送付しています。
駐輪場：あり（200台収容可能。） ・にこにこパーク（幼稚園開放日）、もしくは未就園児親子対象の「あそびのひろば」年５・６回　土曜日の午前中に開催

◆課外活動
・見学会／例年は５月後半から９月初めにかけて開催。 ４歳児より入会できます
★いずれも電話で申し込み必要、ホームページの新着情報欄をご覧ください。 ・体操 ・ピアノ ・科学(５歳児のみ）

・サッカー ・新体操

施設種別 私立幼稚園（新制度） 園のＨＰはこちら
所在地 三ツ島3-12-28 定員 490人 →

電話番号 072-881-5656 対象年齢 満３歳児～

教育標準時間 預かり保育
月・火・木・金 平　日

水曜 土曜日

休園日
日曜日・祝祭日・土曜日（行事以外）、

日・祝祭日の行事振替日、
夏期（8/14～8/16）・冬期（12/29～1/4）

４月 10月

５月 11月

６月 12月

７月 １月

歳児別
毎月の経費（円）

８月 ２月
保育料 教育充実費 給食食材費 絵本代

３月5歳児

その他 誕生日会・安全の日（避難訓練）・二測定は毎月行います　　　　　　　　　　　　　　　　

バス代＊1
満3歳児

25,700

4600

3,300

490

3,500
3歳児

2,300 410

看護師:なし

◆通園方法

◆見学会および説明会

4歳児
９月

☆費用や行事等については変更となる場合があります。詳細については、各施設にお問い合わせください。
☆この情報は令和５年４月１日現在のものです。



門真めぐみ幼稚園

◆教育・保育内容 ◆主な行事
仏心をもって保育する園の和の精神的ふんいきは幼児の心をあたたかくはぐくみます。 入園式 運動会
明るい広々とした運動場、自然に恵まれた緑の園庭で楽しく、健やかに伸びのびと活動しています。 移動動物園

◆利用時間 子どもの日のつどい みかん狩り（年中）
花まつり いもほり（年長）

9 ： 00 ～ 14 ： 00 - ： - ～ 18 ： 30 遠足（年中・年長）
9 ： 00 ～ 11 ： 00 - ： - ～ - ： - 保護者参観 生活発表会

音楽会 もちつき
年末感謝祭

七夕祭り、七夕の集い 絵画制作展
盆踊り大会

◆入園時諸費用等 プール遊び
【満３歳児】 入園金35,000円、施設費15,000円、用品代10,200円 お泊り保育（年長）
【３歳児】 入園金35,000円、施設費15,000円、用品代11,000円 節分
【４歳児】 入園金35,000円、施設費15,000円、用品代11,000円 ひなまつり音楽会
【５歳児】 入園金35,000円、施設費15,000円、用品代11,000円
　検定料／2,000円 お月見会 ひなまつりの集い
制服代（男児）約20,000円・（女児）20,000円は各学年共通です 敬老参観 卒園式

◆毎月必要な費用 お誕生会（毎月）

◆課外活動
・体操

アクバススポーツクラブと連携した、めぐみスポーツクラブが運営する“体操キッズ”。
月曜日・火曜日・木曜日・金曜日の14：00～15：00までの間、幼稚園内の“遊戯室”で開催中。

*1バス協力費は利用者のみ徴収 入会金：あり／月謝：週１回6,600円、週２回7,700円、週３回9,900円、週４回13,200円
教材費：5,775円（かばん、ボール、なわとび、進級ノートなど）

◆預かり保育 ・サッカー
月曜日～金曜日／18：30まで “体操キッズ”と同様に、アクバススポーツクラブと連携して行われる“サッカーキッズ”
早朝保育／あり（要相談） 年長さんになると、各種試合にも出場するようになります。
（夏冬春休み中の預かり保育は8：00～18：30※詳細は問い合せ） 入会金：あり／月謝：週１回6,600円、週２回7,700円、週３回9900円、週４回13,200円
月払い7,000円／日払い600円 教材費：16,380円程度（シャツ、パンツ、ソックスなど6点）

・英語
◆昼食等アレルギー対応について ◆看護師の有無 木曜日の保育終了後、カワイ英語教室を開催しています。

給食／週４回又は５回 看護師:なし レッスンは１回50分で、年間33回
入会金：5,250円／月謝：6,300円／教材費：別途

◆通園方法
通園バス／１１コース（運行時間：最長38分、平均35分） ◆見学会および説明会
徒歩／個人送迎 見学・説明会／６月と９月初旬（要電話）

◆子育て支援 ◆駐車場・駐輪場の有無
・教育相談 駐車場：なし
・カウンセリング 駐輪場：あり（園内に駐輪）
・未就園児保育ーさくらんぼ組ー

入園前の“トライアル期間”として、または“幼稚園を体験し、知る機会”としての意味を持っています。
早くから“教育的な環境”に親しむことで、子どもの一番基層的な部分で、“学び”の習慣が身に付き、
潜在的に「知る」ことの大切さや楽しさを育むことができます。

・未就園児保育ーめぐみ広場ー
親子で一緒に参加できるクラスです。

・園庭開放（ホームページ参照）

10月

施設種別 私立幼稚園（私学助成） 園のＨＰはこちら
所在地 四宮３-10-24 定員 560人 →

電話番号 072-882-0071 対象年齢 満３歳児～

４月

５月 11月教育標準時間 預かり保育

平　日 平　日

第1,3土曜日 土曜日

６月 12月
休園日

日曜日・祝祭日・第２、４土曜日
創立記念日（11/2）・夏期（7/19～28）

冬期（12/24～1/7）・春期（3/23～4/7）

７月 １月

８月 ２月

９月 ３月

その他

6,300円
3歳児
4歳児
5歳児

歳児別
毎月の経費（円）

保育料 バス協力費*1 環境衛生協力費 保護者会費 給食費
満3歳児

25,700 2,000 500 750

☆費用や行事等については変更となる場合があります。詳細については、各施設にお問い合わせください。
☆この情報は令和５年４月１日現在のものです。


