２０２１年９月２１日（火）

◇受付（資料お渡し）
・令和４年度 入園願書 配布受付

◇入園説明会（幼稚園２階

お遊戯室にて）

１０：３０～

・園長挨拶 （園長：篁 佳貴）
・井口ルンビニー幼稚園の紹介
・“子ども・子育て支援新制度” 教育標準時間認定（１号認定）について
・諸費用、保育料無償化について
・入園手続きについて

◇相談受付
◇終了
説明会終了後、園内見学・園庭開放

＊井口ルンビニー幼稚園の紹介＊
＊お寺の幼稚園：井口ルンビニー幼稚園は、お寺の幼稚園です。宗派は、浄土真宗であり、親鸞聖人が
お伝えくださった仏教の教えを大事にしています。お寺は、西区草津本町にある「西楽寺」です。
＊「まことの保育」を実践：子どもを「ほとけの子」として、「親鸞聖人の生き方に学び、生かされて
いるいのちに目覚め、ともに育ちあう」ことを理念とする「まことの保育」を実践しています。
○園児数（令和３年９月現在）
年長組（５歳児）
年中組（４歳児）
年少組（３歳児）
満３歳児
２歳児

１組・２組
百合組・桃組
赤組
りす組
ひよこ組

○職員数

１０７名
３３名
３５名
２７名
８名
４名
１８名

○保育時間 月曜日～金曜日 ９：００～１４：００（延長保育 １７：００まで）
休園日：土・日曜日、祝日、夏休み・冬休み・春休み（長期休暇預かり保育有り）

＊幼稚園の取り組み＊
①満３歳児クラス「りす組」
、２歳児クラス「ひよこ組」の設置
②預かり保育の実施
③長期休暇保育の実施（夏休み・冬休み・春休み、８：００～１７：００）
④専任講師による充実した正課／課外保育の実施（体操、英会話、茶道、学研、文字・数）
⑤未就園児親子教室（えきっぷルーム）／園庭開放
⑥兄弟姉妹で入園された方への優遇制度の実施
⑦給食の実施（月・水・金曜日）、家庭弁当（火・木曜日）日にも希望者への給食対応

＊新制度への移行＊
令和元年度より当園は、平成２７年度からスタートをしている国の制度「子ども・子育て支援新制度」
に移行しています。子育てを社会全体で支えていく制度を活用し、家庭と幼稚園、そして地域が一体化
した根拠のある保育をこれからも進めてまいります。
※新制度では、教育・保育を利用する子どもについて、お住いの市町村から教育標準時間認定
(１号認定)を受けていただくことが必須になります。
◇“子ども・子育て支援制度”１号認定・新２号認定について
〖１号認定〗
○教育標準時間認定（保護者が就労していないなど「保育を必要とする事由」に該当しない）
〖新２号認定〗
○当園児は、基本 1 号認定子どもです。新２号認定は１号認定がおりた後、申請することが出来ます。
○「保育を必要とする事由」に該当することが条件になります。
「保育を必要とする事由」
：・就労 ・妊娠、出産 ・介護、看護 ・災害復旧 ・求職活動 など
○預かり保育料について、市に申請することにより給付が受けられます。
（１日４５０円、月額最大１１，３００円）

＊諸費用について＊
○保育料無償化：教育時間相当の保育料は無償（無償化の手続きは不要です）。
保育料以外のバス代・教材費・給食費などの実費は保護者負担となります。
入園手続き時
（現金納入）

毎
月
の
納
入
金

銀
行
引
き
落
と
し

年 1 回の納入金

受付料
５，０００円
教育充実・施設維持費
２０，０００円
制服・体操服代金
約４０，０００円
保育料
無償
教材費
１，０００円
誕生日会費
２００円
絵本代（年度、学年で異なります）
４００円前後
バス代（兄弟減額あり）
３，０００円
ＰＴＡ会費(令和３年度)
５００円
給食費
お弁当給食一食：３２０円、パン給食一食：３４０円
冷暖房費、遠足代 など
教育充実・施設維持費（年中・年長進級時）
２０，０００円

○教育充実・施設維持費とは・・・
本園では、フリー教諭の配置、体操・英語・茶道などに専任の講師を配置、各行事の充実を図る
など国の基準以上に保育環境を整備しています。また、施設の設備充実・管理、そのような教育・
保育を充実するための費用です。

○預かり保育（延長保育）
・月曜日～金曜日 保育終了後 午後２時から午後５時まで（１回 ３００円）
・長期休業中（夏休み・冬休み・春休み） 午前８時から午後５時まで
利用料金 ○８：００～ ９：００
１００円／１回
①９：００～１２：００
５００円／１回
②９：００～１５：００
７００円／１回
③９：００～１７：００
１，０００円／１回
※１号認定の方で、保育の必要性があると認定を受けた子ども（新２号認定）は、３～５歳児
クラスの子どもの場合、幼稚園の保育料の無償化に加え、預かり保育の利用実態に応じて
最大月１１，３００円までの部分、満 3 歳児クラスの子どもの場合は住民税非課税世帯に限り、
最大月１６，３００円までの部分が無償化（償還払い：費用をいったん全額支払い、その後
自治体などに申請して払い戻しを受けること）の対象となります。

＊入園までの流れ＊
２歳児クラス「ひよこ組」入会までの流れ

〔対象〕平成３１年４月２日～令和２年 4 月 1 日

入会申込書配布

令和３年９月１５日より

入会申込書受付

令和３年１０月１日より

入会準備日

令和４年３月

入 会 日

令和４年４月

入会申込書
入会受付料

５，０００円

お子様の誕生日翌日

入園願書・１号認定申請書
教育充実・施設充実費 ５，０００円
【新２号認定】申請書申込・提出

令和５年４月

令和５年４月
教育充実・施設充実費 ２０，０００円

満３歳児「りす組」入園までの流れ

〔対象〕平成３１年４月２日～令和２年 4 月 1 日

満３歳児「りす組」入園

年少組入園

入園願書配布

令和３年９月１５日より

入園仮予約申込書受付

令和３年１０月１日より

入園仮予約申込書

お子様の誕生月

入園願書・１号認定申請書
入園受付料 ５，０００円
【新２号認定】申請書申込・お渡し

入園手続き

入園願書受付後、１０日程度

教育充実・施設充実費 ５，０００円

入 園 日

お子様の誕生月の翌月

【新２号認定】申請書提出

年少組入園

令和５年４月

令和５年４月
教育充実・施設充実費 ２０，０００円

入園願書受付・制服採寸

年少組（年中・年長組）入園までの流れ

〔対象〕平成３０年４月２日～平成３１年 4 月 1 日

入園願書配布

令和３年９月１５日より

入園願書受付

令和３年１０月１日より

入園願書・１号認定申請書
入園受付料 ５，０００円
【新２号認定】申請書申込

令和３年１０月１６日（土）
午前９時～午前１０時

教育充実・施設充実費 ２０，０００円
【新２号認定】申請書お渡し

令和４年２月１７日（木）
午後２時～午後３時

用品代
制服・体操服代
【新２号認定】申請書提出

面接・入園手続き

制服・用品受け渡し
入 園 日

令和４年４月

＊よくある質問＊
○おむつがとれていないけど、大丈夫かしら？
★ご入園までは、無理がないように声掛けをしていただき、トイレに行くことの楽しさを伝えてあげて
下さい。トイレの中に入ってみたり、便座に座ってみたりするところから始めてみましょう。
入園されましたら、お子さまの成長に合わせ、自立に向けて温かく援助していきます。

○通園靴・上靴・靴下などの持ち物の指定はあるのかしら？
★制服・体操服・帽子・かばんなど指定のあるものは園指定の物品を着用して下さい。通園靴・上靴・
靴下・ハンカチ・お弁当箱の指定はありません。靴は、お子さまの足のサイズに合ったもの、脱ぎ
履きのしやすいものをご準備して上げて下さい。また、園推薦の靴もあります。靴下は、普段は
自由です。お遊戯会や卒園式、写真撮影の時は、白のハイソックスの着用をお願いします。

○食べ物アレルギーがある場合、給食はどうしたらいいのかしら？
★アレルギー対応の給食弁当もご準備できます。書類の提出が必要になりますのでご相談下さい。

○送迎バスのコースはいつ決まるのかしら？
★３月下旬に新年度のバスコースのお知らせを致します。学期ごとにコースの見直しをします。

○車で送迎してもいいのかしら？
★各自、お車で送迎をされても大丈夫です。駐車場はありませんがロータリーで職員が対応します。

○役員はしなくてはいけませんか？
★クラス役員さんだけでなく、保護者全員にお手伝いをして頂いています。いろいろなお手伝いの方法
を設け、出来るだけ負担がかからないようにしご協力をいただいています。

○年間、保護者が参加しなくてはいけない日はどのくらいあるのですか？
★入園式・準備保育（１～２日）
・始業式・保護者総会、参観日（３～４回）・終業式・卒園式
役員活動日（役員によって日数はちがいます）

○課外教室は何があるの？
★体操教室（池田敬子ジャンピング体操スクール）、英語教室（セイハ）、学研教室

○どんな行事があるのかしら？
４月

・入園式 ・始業式 ・花まつり ・総会

５月

・花まつり会 ・春の親子遠足 ・親鸞聖人降誕会

６月

・歯科検診

７月

・夏まつり会 ・七夕

８月

・夏期保育

９月

・運動会

１０月

・玉ねぎほり

・日曜参観日

・１年生同窓会

１１月

・いもほり遠足
・お遊戯会

１２月

・おもちつき ・成道会

１月

・作品展 ・親鸞聖人御正忌

２月

・豆まき ・年長お別れ遠足

３月

・ひなまつり ・卒園式 ・終業式

その他

・年長お泊り保育

・誕生日会 ・交通安全教室 ・そうめん流し ・すいか割り ・お寺参り
・お店屋さんごっこ ・しゃぼん玉遊び ・カレーパーティ
・園外保育（健康科学館、交通科学館、美術館、公園）

