


 あんしん･あんぜん･ゆとりの保育  

   

 平成 31 年度 園児募集にあたって  

 
 

 

 バランスのとれた幼稚園 

① 心の発達      お友だちと仲良く遊べる、物を大切にする 

② 技能の段階的発展    絵や音楽を通して自己表現や遊具を上手に使う 

③ 健康と体力作りの推進  広い園庭やホール、プール（夏期）で元気に活動 

 

 

 安心して預けられる幼稚園 

新学期早々、新入園児がとまどわずに１日も早く園生活に慣れるよう、お

母さんに代って着替えや給食、排泄などのお手伝いをするパートナー先生（幼

稚園教諭と子育て経験のあるお母さん先生）を配置し、年少の各クラスは担

任教諭と２人でチームを組んできめ細かい保育を致します。 
 

安心して働ける幼稚園 

子ども園を先取りした、やごう幼稚園の W－11（長時間預かり保育制度 

7：30～18：30 まで 11 時間開園）により、お仕事を持っていらっしゃるお

母さんも気兼ねなくフルタイムで働くことが可能になりました。 
長期休暇中も 11 時間保育、土曜日はご希望により 12：00 までお預かり。 
ご利用には「就労証明書」などが必要になりますのでご相談下さい。 
 

 
 

 
 
 
                                   平成 30 年 10 月 

               学 校 法 人       斉 藤 学 園        

                       やごう幼稚園 園長 湯沢和枝 
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 この門を入るとやごう幼稚園のよい子です 
 

   

 

 

 

 

幼稚園に求められるものは保育環境と先生の優しさです 

   
 先生はお母さん以上の存在かもしれません 

玄関で「お母さんがいいー」って、お母さんから離れない園児もいますが、

本当は先生だーいすき。お母さんと離れて幼稚園にいる間、いちばん頼りにな

るのが担任の先生です。やごう幼稚園の年少組は二人担任ですから「頼りにな

るお母さん」が二人もいるようなものです。どうぞご安心下さい。 

余裕の二人担任、若い先生と子育て経験豊富な先生のチーム保育です。 

働くお母さんを応援する W－11（ワイドイレブン） 

1986 年施行の「男女雇用機会均等法」等をきっかけに女性労働の環境は大

きく変化して、2013 年には女性労働力率は 79.3％に達し、待機児童解消（保

育所整備）が大きな社会問題になりました。国から『幼稚園が行う長時間預か

り保育支援事業』として、保育園並みの 11時間保育の要請がありましたので、

当園は行田市と協力し、2014 年 9 月より開始しました。（詳細 4頁） 

広～い ホール、園庭、駐車場 やごう幼稚園の誇りです  

夏冬はホールでリトミック 秋は自園で運動会  110台収容の南駐車場 
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 新しい園舎 広い園庭 思いっきり遊んでください  

   
 

   

 

広い玄関 ここから 1日が始まります  木をモチーフにした明るい保育室 

   
リニューアルした冷暖房完備のホール  小学校ですか、と間違われる西園庭 

 

 

 

 110 台利用できる大駐車場。保護者様用としては小中高校を含めて市内一番の広さでしょう。 
ここにお迎えの車を停め、園庭のベンチに座って、子どもたちが遊ぶのを見守りながらお話す

るのもお母さんたちの楽しみの一つ。園内のあちこちから交流の輪がどんどん広がります。 
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便利な幼稚園 

 
14 年前、あるお母さんから、「やごう幼稚園は保育園になるのですか？」と、お電話を

いただきました。この一言が『W－11』（ワイドイレブン）として、長時間保育を実現しました。 

 

 W－11 の開設 

やごう幼稚園はお仕事を持っていらっしゃるお母さんを応援するため、従来から延

長保育に力を入れ、夏休み中も低廉な料金でご利用いただいておりましたが、平成 26
年９月から『幼稚園が行う長時間預かり保育』制度を利用し、11 時間開園（7：30～
18：30）する延長保育を行田市他自治体と協力し、『W－11』の名称で開始しました。 
  
『W－11』は入園後、『勤務証明書』を住居する自治体に提出して承認を得てから

利用する制度ですが、予算に限りがございますので利用人数に制限があります。 
利用人数が増え、入園後の手続きでは利用できない恐れが生じましたので、入園ま

でにあらかじめ『勤務証明書』等長時間保育が必要なことを証明する書類をご提出い

ただき、利用人数枠を確保し、ご利用をお約束する申込方法を採用しました。 
必要な書類 保育園入園申し込みと同じ「勤務証明書」、その他の申し立て書等 

 

ワイドコース 

これを明確にするため、28 年度入園募集から『W－11』をご利用する保護者様のた

めに「ワイドコース」（30 名）と「普通コース」（W－11 を利用しない・50 名）に分

けて募集しますが、募集方法が違うだけで保育内容や保育料金等は全く同一です。 
ワイドコースを申込の場合は 5 月 GW 明けから『W－11』を利用可能ですが、普通

コースの場合は別途 18：00 までの延長保育となります（1 回 100 円）。 
ワイドコースをお申し込みになりますと月額 500 円で 7：30～18：30 までの『W

－11』をご利用の他、土曜日や夏休みなどの長期休暇中も特別な出費もなく平日と同

じように長時間保育（土曜日 7：30～12：00）が受けられます。行事の日など『W－

11』が休みになる場合がございますので具体的なケースや詳しいことはお問い合わせ

下さい。 
  
 やごう幼稚園は決して保育園にはなりませんが、コンビニエンス・ストアのような『認定

こども園』構想を先取りして、お母さんやお子さんにとって一番便利な、一番楽しい、一

番安心できる、地域一番の幼稚園になることを目標に、日々、改革・改善しております。 

いつも、いつまでも、やごう幼稚園は幼稚園です。どうぞ、ご安心下さい。 
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３1 年度園児募集要項 

 

①入園年令    ３歳から小学校就学年令まで 
②募集人員   ２年保育（年中） 平成 26 年 4 月 2 日～平成 27 年 4 月１日生 若干名 
                ３年保育（年少） 平成 27 年 4 月 2 日～平成 28 年 4 月 1 日生 74 名 
③入園申込受付 全埼玉私立幼稚園連合会の規定により、入園前年の 
         11 月 1 日(木）より受け付け、定員になり次第締め切り。 
④服装     園制定の服装・制帽・名札、その他必要な物を着用して下さい。 
⑤保育時間   月 ～ 金曜日    午前 10：00 ～  午後 2：30 

水曜日は午後 2：00 迄です。保育時間終了後、延長保育（～18：00） 
※ ワイドコース（W－11）ご利用の場合は 4頁をご覧ください 
長期休暇中（春･夏･冬休み）は、平日 8:30～18：00 まで希望保育 
希望保育（有料 午前の部 100 円、午後の部 50 円、延長保育 100 円） 
土曜日 運動会、発表会、ありがとうの会、卒園式など行います。 

保育はございません（W－11 除く） 
⑥教職員組織  園長  
        保育主任（１名）教諭（10 名） 

パートナー先生（8 名・臨時職員・うち教諭資格あり 6 名） 
事務長 事務主任（各１名） 運転手（3 名） 

                園医（嘱託１名）歯科医（嘱託１名）薬剤師（嘱託１名） 
⑦春・夏・冬・土曜休園日程 （W－11 は「長時間預かり保育規定」によります） 
        春期休園   ３月２３日 ～ ４月 ７日（入園日の都合で変動あり） 
        夏期休園   ７月２１日 ～ ８月３１日 

（夏休中 6 日間夏期保育あり、お盆休み 3～4 日間は閉園） 
        冬季休園  １２月２３日 ～ １月 ７日 
         土曜休園  ただし、W－11 はご利用可 
        その他、開園記念日、教職員研修のための臨時休園があります 
⑧給食日       月・火・水・木・金曜日（行田給食センターに委託） 

うち、月・火・木・金曜日・米飯給食 水曜日のみパン給食 

 

 

 

 

平成 31年度クラス編成予定 （年少は定員の場合の最大数です） 

年少 4組各 20 名 年中 3組各 24名 年長 3組各 23名  程度の予定 
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３1 年度諸経費一覧 
10 月から保育料等が変更（無料・幼児教育の無償化）になる予定です 

入園申込金および入園手数料 51,000 円 分納可 申込日 21,000 円 12 月 30,000 円 
制服および衣類帽子など 25,000 円 31 年 2 月頃（詳細は入園申込時にご案内）  
新学期用品代 6,700 円 31 年 3 月頃（詳細は入園申込時にご案内） 

合 計 82,700 円 年齢、購入品によって多少の変動があります 
入園後 保育料など振替金額 30,200 円 年少 平成 30年 5月度（給食 19回）の場合 

内訳     保育料 23,000 円 年少、年中、年長 同額 
   教材費・衛生費・誕生会費 1,200 円     〃 
       父母の会 400 円     〃 
              施設費 1,000 円     〃 
       給食費（月額） 4,600 円 年少 平成 30 年 5 月度(19 回給食の場合) 
    ※給食費（1 食） 230 円 米飯給食 年少、年中、年長とも同額 
    ※牛乳代（1 本） 87 円 年中、年長のみ 年少は学級費より負担 
    ※バス代（月額） 3,000 円 片道 2,000 円 利用者のみ  
       卒園記念費 500 円 年長のみ（月額）卒園記念品寄付に充当  
    その他、遠足代（約 5,000 円）、月刊絵本（12 冊 30 年度は＠390 円）など臨時集金 
    暖房費  4,000 円(年額)を 12 月～3 月に分納（毎月 1,000 円）。冷房費含む。 
預かり保育 普通コースの場合（延長保育・有料のみ記載） 
    ※W－11 ご利用の場合 7：30～18：30 までお預かり致します（4頁ご参照） 

平日   14:30～18:00  1 日 100 円 （おやつ付き）    
    長期休暇（春、夏、冬休み）中は 8：30～18：00 までお預かり致します 
    午前の部（ 8:30～13:00） 100 円    
    午後の部（13:00～15:30）  050 円 
    延長保育（15:30～18:00） 100 円 
年間納付金（30 年度実績金額） 
    初年度 入園金＋制服代＋用品代＋保育料（含設備費等）合計 約 455,000 円程度 
    含まれないもの 遠足代や写真代（購入自由）、月刊絵本などがあります 

バス利用者は 3,000×12=36,000 円（バス費用は 8 月を含む 12 分割で納付）  
口座振替 

毎月の納付金は、埼玉縣信用金庫または郵便局の口座より毎月 10 日（休業日の場合は翌営業

日）に自動振替いたしますので、3 月上旬までに振替の手続きを済ませてください。詳細、用

紙は平成 31 年 1 月下旬の「1 日入園の案内」に同封いたします。 
振替手数料 埼玉縣信用金庫 108 円  郵便局 10 円  （保護者様ご負担） 

臨時の納付金 写真代などは集金袋をお持たせ致しますので、期日までに納付してください。  
 

－8－ 



特色ある保育内容 
 

特別正課  普通保育とは別に外部講師を招き特別な保育を行います 

英会話指導 
 年中･年長児は隔週ごと 1 回、専門講師による英会話教室を開いています。歌ったり踊ったり、

身振り手振りを交えて、コミュニケーションとしての英会話を楽しみながら、自然に身につくプ

ログラムが組まれています。毎年、表現発表会で成果をご披露致します。 
体操指導 

日本幼児健康協会の専門講師による体操指導を毎週実施。園児の健康管理・運動能力の向上に役

立てるように年齢別指導を行っております。 
リトミック指導 

専門講師の指導によるリトミックを日常保育に採り入れ、運動会、表現発表会や卒園式などで大

きな成果をあげております。 
リトミックとは、音の強弱や速度に合わせ、手足や全身を使って表現しながら、集中力、記憶力、

反射神経を養い、表現豊かな情操を育てます。 
リズム指導 

日本音楽総合研究所の専門講師による、ピアニカ、太鼓、カスタネット、鈴などの楽器とリズム

による音感教育を充実し、発表会などいろいろな行事で演奏しております。なかでもピアニカ演

奏については、進学先の各小学校でも非常に高く評価され、保護者様にも大変喜ばれております。 
幼児期はさまざまな感応力が急速に伸びる時期にあたり、ドレミファソラシドを聴き分けたり、

豊かな音感と感性が育まれる最も大切な年齢です。 
文字指導 

数遊び、文字遊びを通して、卒園までにはひらがなの読み書きができるように指導し、自分の名

前は正しく書けるようになります。 
スイミング指導（年長児・希望者） 

年長組を対象にベストスイミングスクールにおいて、水泳教室を月２回実施しております。水泳

は、全身運動の中で心肺機能・循環機能をより高め、また、水の刺激で皮膚を強くするなど成長

期の園児には大変効果のある運動です。別途、スイミング指導料（1,944 円／月 2 回） 

 

課外教室  子供の興味と感性を育てる基礎が始まります 
ピアノ教室、エレクトーン教室、サッカー教室、体操教室、硬筆教室、英会話教室、 
書道教室、など 

（詳細については入園後、説明会や体験教室を開きますのでご確認下さい） 
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 こんな疑問にお答えします 
 

Q1.幼稚園と保育園の違いってなんですか？ 

  幼稚園は文部科学省が所管する小学校入学準備を目的とした教育施設であり、保育園は厚生

労働省が所管する家庭での保育が困難な乳幼児のための福祉施設です。幼稚園は朝 10時～午

後 2時までの 4時間が標準保育ですが、保育園は保育標準時間は最長で 11時間です。保育料

は、幼稚園では学年ごと全園児一律ですが、保育園はご家庭の収入（納税額）に対して決定

されます。毎月の保育料は保育園は少額ですが、幼稚園には就園奨励費が補助されます。 

 

Q2.補助金や減免制度があるそうですが？ 

  国からの就園奨励費の金額や条件は下記の通りです。 お支払は 12 月頃。現金手渡しです。

金額は平成 30年度の例です。詳しくは市役所（HP）まで。 金額は年額。 単位：円 

区分（対象となる世帯） 
同一世帯で園児が 1 名ま

たは 2 名の場合の第 1 子 

同一世帯で園児が

2 名の場合の第 2 子 
生活保護を受けている 308,000 308,000 
市町村民税が非課税 

272,000 308,000 
市町村民税の所得割   非課税 

市町村民税の所得割   77,100 円以下 ※      187,200 ※       247,000 
市町村民税の所得割  211,200 円以下 ※       62,200 ※       185,000 
上記以外の世帯 9,000 154,000 

  ※ ※印欄につきましては条件がありますので、市役所のホームページをご覧ください。 

※ 第 3子の場合はすべて 308,000円です。 

◎ 県の保育料軽減補助金  家計急変家庭補助金（詳細はお問い合わせ下さい） 

  ◎ 兄弟姉妹で同時入園の場合、１名分の入園金(5 万円)が免除(園の減免制度)されます。 

 

Q3.延長保育（預り保育）は何時迄ですか？  

コース 早 朝 延 長 料 金 長期休暇中 

W－11 7：30-8：30 14：30-18：30 月額 500円 月額に含む（8月は無料） 

普通 ✕ 14：30-18：00 １回 100円 8：30－18：00まで 250円 

   

Q4.毎月の費用はどのくらいかかりますか？  平成 30年 5月 年少の場合 

  保育料 23,000 円と給食費が 4,600 円（19 回）、教材費その他 2,600 円。合計 30,200円でし

た。送迎バスは別途です。往復 3,000 円、片道 2,000 円（月額）。 
年中、年長組は体操（5,000 円）・サッカークラブ（5,000 円 両方では 7,000 円）、ピアノ（4,500
円）など課外のおけいこ（すべて自由参加）がありますが、ご利用にはその分の費用が別途

必要になります。お問い合わせ下さい。   
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