
さくら保育園設立年月日
平成１３年　４月　１日 設置者/　園長　宮村 宜司

※平成３０年度が１８年目になる認可外保育施設（熊本市届出）

教育の方針

乳幼児期の保育・教育は、その人の将来の幸、不幸を左右するといわれるほど

重要とされています。それはこの期の保育・教育がその人格形成の基礎を培う

ものであるからです。本園は、保育所保育指針（厚生労働省）の品性向上（子ども

らしさ）を目指す教育を根幹として、心身の調和のとれた子どもの育成を目指して

います。全職員が心を1つにして、道徳教育に基づく自主的な子どもの活動を援助

しながら、健康で心豊かな子どもの育成に専念いたします。

教育の目標

さくら保育園は、上記の教育方針のもと、具体的には、子どもの自主性を大切に

しながら、育成を目標にしています。

お外遊びをふんだんにとりいれています。

1. 思いやりのある子（思いやりの心）

優しく思いやりのある子・やさしい子・友達と楽しく生活できる子・協力

する子・お友達を気遣う子・心を通わせる子・仲良くできる子・助け合う

子・お世話をする子・心の心配をする子・譲り合う子・草花や虫に興味

関心のある子・相手の事を考える子・思いを受けとめる子・美しいと

感じる子

1. 感謝のできる子（感謝の心）

相手のよさがわかる子・自然に感動する子・自然の恵みを感ずる子

違いに気づく子・相手と楽しく過ごす子・人や自然に親しみを持つ子

ありがとうが言える子・物を大切に使う子

1. たくましい子（自立の心）

体の丈夫な子・自分のことは自分でする子・自分の思いを豊かに

表現できる子・自分で努力し工夫しながらやりとおす子・頑張る子・

元気よく遊ぶ子・挑戦する子・自分の気持ちを伝える子・喜んで活動

する子・何でも自分からする子・よく考える子・我慢できる子・きまりを

守る子・善悪の判断ができる子・体を動かす事が好きな子・人の話

を聞く子・節度ある子

の育成を目標にしています。
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保育年齢編成（定員があります。）

０歳児 （たまご） 開所時間 開所 午前７:００ 閉所 午後８:００

１歳児 （ひよこ） 土曜日は、閉所時間が午後7時までになります。

２歳児 （もも） （保育時間は原則として午前７時から午後６時までの間の８時間

３歳児 （ひまわり） となります。日及び祝祭日はお休みです。）

４歳児 （にじ） 募集人員 定員

５歳児 （ほし） （1）たまごぐみ ０歳児 H２９.４.２～ １２名

（２）ひよこぐみ １歳児 H２８.４.２～H２９.４.１ ２４名

職員組織 （3）ももぐみ ２歳児 H２７.４.２～H２８.４.１ ２４名

園長 （4）ひまわりぐみ ３歳児 H２６.４.２～H２７.４.１ ２５名

副園長 （5）にじぐみ ４歳児 H２５.４.２～H２６.４.1 ３２名

保育士 １０名 （6）ほしぐみ ５歳児 H２４.４.２～H２５.４.１ ３３名

幼稚園教諭 １名

保育士補助 ２名 *募集人員は定員になり次第締め切らせていただきます。

調理師 ２名

入園手続 平成３０年　２月　１日（木）より随時受付

※平成30年　1月 10日現在 申込関係書類をお渡しいたしますので御提出いただきます。

登園による送迎について ・入園申込書（契約書/健康報告書/幼児票/発熱時のアンケート等）

スクールバス等による送迎はありません。園入口まで御子様の送迎をお願い致します。 （園児の保険証及び乳幼児医療費受給者証のコピー）

各組のお部屋の入口までお子様の送迎をお願い致します。 入園料 ２歳児未満 ２５，０００円（たまご～ももぐみ）

送迎の際の駐車場は園併設の駐車場をご利用下さい。 ３歳児以上 ２０，０００円（ひまわり～ほしぐみ）

*入園料は原則としてお返しできません。（月割でも可能です。概ね5回程度まで）

主な保育室の面積等 *兄弟姉妹での入園の場合は、上のお子様は半額になります。

■建物の構造 鉄骨造 ２階建 入園後の諸費用（保育料は１日＝８時間になります。）
０歳児 （たまご） 54.0 ㎡ 月～土 月～金

１歳児 （ひよこ） 62.7 ㎡ ◆保育料 ０歳児（H２９.４.２以降生まれ） 月額 ４５，０００円 ４３，０００円

２歳児 （もも） 53.4 ㎡ １歳児 月額 ４０，０００円 ３８，０００円

３歳児 （ひまわり） 87.7 ㎡ ２歳児 月額 ３６，０００円 ３４，０００円

４歳児 （にじ） 99.9 ㎡ ３歳児 月額 ３３，０００円 ３１，０００円

５歳児 （ほし） 66.1 ㎡ ４歳児 月額 ３１，０００円 ２９，０００円

遊戯室 147.4 ㎡ ５歳児 月額 ３１，０００円 ２９，０００円

園庭 1140.0 ㎡ ※保育料は前受金になり月の途中入園は日割り計算です。（保険料を含む。）

尚、保育料は進級（年度が変わる４月）時に変更します。

２人以上のお子様については上のお子様の保育料から３０％差し引きます。

また、土曜日に登園しない園児に限り上記保育料から２，０００円差し引きます。

（ただし急な登園の場合は１登園につき９００円徴収いたします）

◆教材費 月額　５００円（１歳児以上）

その他、特別教材、野外活動の際の費用については実費を負担して頂きます。

◆保護者会費 １世帯　年額　３，０００円（４月に一括にて徴収いたします。）

（１０月以降にご入園の場合は1500円となります。）

平成３０年度　　募集要項

（２） （３）



◆月極延長保育料（日々の保育料が8時間を越える場合。） その他季節、時期に応じてかかる料金

月極保育は、１日８時間です。予め時間が超過すると分かっている場合は月単位の ◆健康診断等にかかる費用（５月～６月頃実施）

延長保育制度をお勧めいたします。

※時間は０．５H（３０分）単位でつけることが出来ます。 内科検診 無料 （６月と１１月ごろ） ※熊本市による補助金

毎日 １ヶ月 歯科検診 無料 （６月初旬）

０歳児 １Ｈ延長 ２，０００円

１～２歳児 １Ｈ延長 １，５００円 ◆季節料金

３～５歳児 １Ｈ延長 １，０００円 光熱費 １ヶ月あたり　４００円（１世帯）

*月単位の延長保育を利用されず保育時間超過の場合は、一時預かり保育料の料金 プール費（水道費） １ヶ月あたり　５００円（１園児） *２歳児（ももぐみ）以上

（500円～800円/１ｈ）の料金を頂きます。 光熱費は毎月、プール費は７月、８月に徴収します。

０歳児 １H毎　 ８００円 ※プール費（水道費）暑さに応じて、9月分を別途徴収する場合があります。

１～２歳児 〃  ６００円 その他

３～５歳児 〃       ５００円 ミルク・哺乳瓶・着替え・おむつ等は持参していただきます。

お預かりする時間帯や年齢に応じて給食（離乳食含め）サービスが必要になります。

◆給食費（1ヶ月に食した回数で翌月のご精算となります。） 布団は各御家庭から持参していただきます。

当園では完全給食制です。ご飯などの持込は不要です。 週末には各御家庭にてお持ち帰り頂き、天日干しや洗濯などをお願いします。

※給食費は材料費などの価格変動により変更になることがあります。 ８月のお盆の時期と年末年始は特別保育となります。

（但し、第2、4土曜日はお弁当の日になっております。おやつのみ５０円） （お盆は３～５日程度　８：００～１８：００まで）

●月極 １日 （例） お盆（8/13頃～16日頃） 年末年始　12/29頃～1/3まで

０歳児 ２００円 入園申込受付

１歳児 ２５０円 平成３０年　２月１日(木)以降、随時受付

２歳児 ３００円

３歳児以上 ３５０円

※0．1歳児はお昼の給食と、午前午後の2回のおやつの料金です。

※2歳児からはお昼の給食と、午後のおやつの料金です。

モンマートとみながさん 司べんとうさん

＜メモ＞ 旧５７号線

至　阿蘇 至　熊本市

セブンイレブン

さくら保育園

熊本北郵便局 保育園さくらチャイルド

武蔵中

地図

菊陽バイパス

武蔵塚駅
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お花見 ７：００～ 開園 排泄・午睡準備・絵本

始業式 うんどうかい 登園終了 午睡

入園式 お集まり 排泄・おやつ

お見知り遠足 さつまいも掘り 活動開始 お集まり

さつまいもの苗つけ 消防署見学 排泄給食準備 自由遊び

内科検診 給食 順次降園

保育参観 遠足

※クラスにより若干の時間の誤差があります。

歯科検診 クリスマス発表会 ◆入園にあたっての諸注意事項

お店やさんごっこ 観劇 * 保育園への登園は午前９時２０分までお願い致します。

もちつき大会 * お休みの場合は必ず園までお電話またはFAX・メールにてお知らせ下さい。

お楽しみ遠足 保育納め * 入園前にお子様の健康診断を医療機関にてお願い致します。(母子手帳の写しでも可)

プール開き 保育初め 保育園では年２回（６月と１１月）に健康診断、歯科検診（６月）を行います。

お正月 (中村ファミリークリニック　院長/中村憲史氏）。歯科検診（友枝和夫氏）

夏祭り 鏡開き *

交通安全教室 豆まき大会 * 賠償責任保険及び傷害保険の内容は下記の通りです。

すいか割り大会 ◆死亡

夏季特別保育 なわとび大会 ◆後遺障害（障害の等級による）

そうめん流し ロアッソ体験サッカー ◆入院 １日

プール納め ひな祭り ◆通院 １日

卒園遠足 * 入園後、相談や苦情などがありましたら、副園長　真島　一人までお願い致します。

終了式 * 駐車場は園前の駐車場をご利用ください。行事の時は指定された場所に駐車されて

卒園式 * 退園または休園される場合には予定の2週間前までに申し出てください。

* 保育料の納入は毎月１０日まで（土日の場合月曜日）にお願い致します。（担任まで）

３月

入園後、インフルエンザや感染症（水痘、風疹、おたふく風邪など）他登園停止
の病気に感染された場合は、再登園時には治癒証明書　　　または登園許可
書の提出を願います。

９月

１０月

*毎月お誕生会、防災（火災、地震、不審者・消火）訓練、交通安全教室(年1回）があります。
*年中・年長児は、毎月１回体育教室があります。
*天候など諸事情により変更になる場合があります。また、クラスに応じて参加する行事が異なります。

１５：００

９：４５ １５：３０

カレー作り
（年長

ほしぐみ）

１１月

１２月

１月

２月

１１：２０ １６：００

１１：３０

９：３０

（６） （７）

４月

５月

６月

７月

８月

１２：１５

９：２０ １２：３０

年間行事予定 保育園での主な１日の流れ（クラスにより時間の誤差はあります。）

２１,０００,０００円

３１,５００,０００円

５,０００円

２,０００円
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