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●所在地 ：志木市本町 ２－７－１
●保育時間：午前 9 時～午後 2 時
●定員
：１２５名
●延長保育：午後２時～午後５時３０分
長期休み中の保育有
月極料金：11,500 円
臨時料金： 1,200 円

幼稚園は、子どもにとって「はじめまして」の出来事に
たくさん出会う場所です。
「先生」はじめまして。「給食」はじめまして。
はじめまして（初めて）はいずれあたりまえになります。
ひとつひとつの動作、考え方、心持ちが素敵なあたりま
えになるように細田学園幼稚園は丁寧な保育を心掛けて
います。
☆少人数クラス編成
☆外国人講師との英語遊び（２回／週）
☆自園で調理した月～金までの完全給食
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志木教会附属泉幼稚園
所在地
開所年月日
対象年齢
開園時間
休園日

保育料
預かり保育料

志木市本町６－５－３
昭和２１年１月
満３歳児から５歳児
午前９時～午後２時

電話番号
運
営
定
員
メール等

０４８－４７１－００５８
宗教法人「日本基督教団志木教会」
認定定員７０名、利用定員６０名
http://www.izumiyouchien.com
メール：izumi.yochien.shiki@gmail.com
土曜日、日曜日、国民の祝日、夏季休業(7 月 21 日～8 月 31 日)、
冬季休業(12 月 21 日～1 月 7 日)、春季休業(3 月 21 日～4 月 7 日)、
埼玉県県民の日(11 月 14 日)、その他園長が必要と認めたとき
当園は施設型給付を受ける幼稚園なので、入学金・施設費等はありません。政府による
保育料無償化により保育料はなく、上乗せもありません。
基本的に年末年始とお盆の時期を除いた月曜日から金曜日まで利用可能。午前８時頃か
ら夕方６時半頃まで。費用は１～４時間で４５０円、８時間までで８００円、１０時間
までで１，０００円。午後３時以降はおやつ代として１００円を徴収。在籍中有効の登
録料２，０００を最初に徴収。共働き多子家庭に費用軽減対応があります。

＜園目標＞
イエス様と共に生活する子どもになれるように導く。思いやり、感謝、あたたかい心を育て、心の動
きを大切にする。一人一人の長所を認め、受け入れられているという安心感を持てるように接する。楽
しい遊びを通して、自分で考え、判断し、行動できるように導く。
＜保育活動＞
１）キリスト教保育 絶対権威者で創造主なる神がおられることを知って、日々その権威を覚えつつ感
謝して生活することを学ぶ。毎日の礼拝で聖書の言葉の暗唱とさんびかを歌い心を平安に過ごす。
２）個性を大切にしながら社会性を育てる。自由遊びを大切にし自分の判断でことを進めることができ
るようにし、子ども同士のふれ合いを大切にします。
３）少人数で保育者の目がゆき届く保育
子どもは、周囲の人たちの暖かい目差しや関わりや声かけの中にいることで、安心して自分の力を
出し成長します。子どもたちが安心して遊べるように、教職員全体で子ども達を見守り関わってい
ます。
４）徒歩通園 園までの道のりを親子で歩いて登降園することを励行することで、親子の絆が深まり、
道すがらの季節毎の変化に気づいて語り合うことができます。また子どもに体力が付きます。（自
転車、遠方からの登園の場合には車での登園可能）
５）お弁当 保護者の方の手作りのお弁当をいただくことによって、子ども達が親の背中を見て、その
愛を覚えることができます。
（週一回はパン給食）
＜園長からの一言＞
親の都合を優先するのではなく、子ども達の心と体の成長を最も大切な事柄であることを心に留めつ
つ日々の保育に当たっています。また、社会性を身に着けるために、挨拶をしっかりとすること、保育
者の話しをよく聞き、思いやりをもって互いに助け合うこと、また子ども達の間における衝突について
は、お互いの話し合いで解決が出来るように、感謝すべきことには感謝し、自らの過失については素直
にそれを認めしっかりと「ごめんなさい」と言えるようになることを願っています。見学はいつでも可
能ですので、お電話下されば最適の日程をご案内いたします。
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志木なかもり幼稚園
施設概要
住 所
電話番号
通常保育時間
延長保育時間
延長保育料金
休 日

志木市幸町１－１９－５２
０４８（４７３）６６００
午前８時３０分から午後２時まで
午前８時から午前８時３０分まで、午後２時から１８時３０分まで
詳しくは園にお問い合わせください。（月極料金等あり）
土・日曜、祝祭日（埼玉県民の日含む）、開園記念日、GW 休暇
その他春・夏・冬期休園

★保育目標
１．体位の向上をはかり、基礎体力を育成する
２．表現力のある、感性ゆたかな幼児を育成する
３．意欲をもって物事に取り組む、好奇心旺盛な幼児を育成する
４．生活習慣を身につけ、心と体の調和的発達をはかる
５．ひと・もの・ことに感謝する心を育成する
★年間行事
４月 入園式
５月 保育参観
６月 日曜参観・自由参観
７月

夕涼み会
終業式・お泊り保育（年長）
８月 夏休み中預かり保育実施
９月 始業式・引き渡し訓練

１０月 運動会・芋ほり
１１月 マラソン大会
１２月 発表会・終業式
冬休み中預かり保育実施
１月 始業式・もちつき
２月 豆まき・作品展・年長卒園親子遠足
３月 年長お別れカレーパーティ
卒園式・修了式・懇談会
春休み中預かり保育実施

★保育内容
体育・絵画を主とした一斉活動
★諸経費（入園手続きにかかる経費）
入園金
６０，０００円
選考手続料
３，０００円
年間教材費
６，０００円

（入園後毎月かかる経費）
保育料（無償化）
…２５，７００円
通園バス維持管理費
３，０００円
冷暖房維持管理費
１，０００円
給食費
１食 ３００円
もりの会費
５００円
卒園積立金
１，０００円

制服代
２３，０００円（程度）
体操服代
２０，０００円（程度）
学用品代 ７，０００円（程）
その他、諸経費あり

詳しくは園へお問い合わせください。
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みわ幼稚園
住所

志木市柏町 4-6-43

電話番号

473-5033

保育時間

8:30～14:00

定員

245 名

給食

週 4 回 水曜日は給食またはお弁当の選択制

預かり保育

①早朝(アメリカンキッズ英語保育園にて)…7:30～8:30 100 円／日 月極 1500 円
②保育後…14:00～18:00 1000 円／日
③11:00 降園の場合…11:00～15:00 1000 円／日、11:00～18:00 1200 円／日
④長期休暇中…2 号認定の方のみ

8:30～18:00 1200 円／日

7:30～8:30 は上記①同様にて、別途料金がかかります。
諸費用

入園料 60,000 円
保育料 25,700 円（月額全園児）
園バス 3,000 円／月
給食費 1 食 300 円 冷房費 2,000 円／年 暖房費 3,000 円／年 教材費：実費
保護者会費 500 円／月

卒園積立金 750 円／月（年中長）

教材用品一式 10,000 円程度
制服代 冬 15,800 円 夏 11,100 円
体操着 冬 04,800 円 夏 3,200 円
年間行事

防災クッション ３,０00 円

05 月 園外保育（年長・彩湖公園）
07 月 七夕会 お泊まり保育（年長・名栗げんきプラザ） 夕涼み会
08 月 夏期保育
10 月 運動会 園外保育（森林公園）
11 月 芋掘り
12 月 お遊戯会 クリスマス会 ふれあい動物園
01 月 餅つき 凧揚げ大会
02 月 豆まき 作品展 卒園遠足（年長） 観劇会
03 月 ひな祭り お別れ食事会

保育参観：各学期毎

特色
◎体操の先生による週 1 回の体操指導
◎毎週末の絵本貸し出し
◎課外授業として、サッカー・体操・新体操ク
ラブ・ECC・美術教室・リズムダンス教室
◎広い園庭、組立式プール有
◎全保育室・ホールに冷暖房有 駐車場完備
◎園ホームページにてブログを随時更新中です
http://miwayouchien.com/
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学校法人 市之瀬学園

おおのみち幼稚園

E-mai info@ichinosegakuen.jp

あか

✪ 保育目標

http://www.ohnomichi.ac.jp/

住

所

志木市中宗岡 2-25-33

電

話

(048)472-6066

設 置 者

学校法人市之瀬学園

開所年月日

昭和４９年４月１日

定 員 数

２４０名

預かり保育

早朝・降園後・土曜日・長期休暇

入 園 金

¥６８，０００

保育料月額

年少・年中・年長 各 ¥25,700（無償）

明るい子・元気な子・素直な子

おおのみち幼稚園では集団生活の中の様々な経験を通して、基本的生活習慣と正しい
社会的態度を育成し、健康な身体と豊かな情操を養うことを保育目標としています。

✪ 保育の特徴

自然との関わり・主体的な遊び

自分たちで花や野菜の種を植え収穫するなど、自然の中で季節を感じながら豊かな感
受性を育んでいくことを目指しています。また様々な遊びの中で自らすすんでやりた
いことを見つけ集中して遊びに取り組む。その過程でいろいろな場面に出会い、自分で
解決していく力を養います。
⏱ 主な年間行事
⏱

一日の流れ

１学期

８：４５～ ９：００ 登 園
９：００～ ９：３０ 自由遊び

4 月 入園式

10 月 運動会

5 月 遠足

11 月 芋ほり遠足

6 月 プール開き 12 月 お遊戯会
7 月 七夕会

９：３０～１０：００ 朝の会
１０：００～１１：３０ 主活動
１２：４０～１３：３０ 自由遊び
１３：３０～１３：５０ 帰りの会
１４：００～１４：１５ 降 園

預かり保育（延長保育）料金
早朝・降園後・土曜日・長期休暇期間

早朝コース ７：３０～ ８：４５
延長保育 １４：００～１６：００
１４：００～１７：００
１４：００～１８：００
１４：００～１９：００
土曜日
８：４５～１５：００

３学期
1 月 新年
お楽しみ
2 月 作品展
3 月 お別れ遠足
卒園式

１１：３０～１２：４０ 昼 食 歯磨き

⏱

２学期

¥３００
¥４００
¥６００
¥８００
¥１，０００
¥１，５００

79

しあわせ

幸福の森幼稚園
施設概要
住 所
電話番号
通常保育時間
延長保育時間
延長保育料金
休 日

志木市館２－１－２
０４８（４７４）８２２１
午前９時から午後２時５０分まで（現在コロナ禍により午後２時まで）
午前８時から９時まで、保育終了後午後６時まで
詳しくは園にお問い合わせください。
土・日曜、祝祭日（埼玉県民の日含む）、創立記念日、GW 休暇
その他春・夏・冬期休園

★教育目標 健康な身体、すなおさ、そして感謝する心を幼児達に！
人格形成に重要な幼児期の子どもの発達に対し、一人一人の個性を活かした保育に専念し、家庭
的な雰囲気の中で子ども同士の育ちあい、また自主的活動を大切にしながら小規模幼稚園の良さを
最大限に生かした環境を大切にしています。

★諸経費
入園金
６０，０００円
保育料
選考手続料
３，０００円
（無償化）
年間教材費
６，０００円
通園バス維持管理費
父母会費
４５０円
冷暖房維持管理費
卒園準備金
１，４００円
給食費
制服等代
４０，０００円（程度）
学用品代

年少児
…２５，７００円
年中、長児…２５，５００円
３，０００円
３，０００円
１食 ３００円
１０，０００円（程度）

その他、諸経費あり

詳しくは園へお問い合わせください。
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