平成29年度
学校法人

守口東幼稚園

幼稚園型認定こども園

守ロ東幼稚園 まこと保育園

新制度に移行したため 保育認定の
有無により 受付方法が変わります。

入園要項

園長 川人公一
〒570-0048守ロ市寺方本通4丁目3番12号
電話(06)6996-8787 FAX(06)6996-5641

http://mmkids.academy/
１号
認定
２号３号認定

Ⅰ.

教育標準認定（9：00～14：00 標準教育時間、希望者預かり保育利用可）
保育認定（仕事の都合で16時、18時30分までの保育を必要とする方）

募集人数
1号認定こども
満3歳児 20名
平成26年4月2日～平成27年4月1日生 入園はお誕生日の翌月より可能
3年保育(3歳児） 80名 平成25年4月2日～平成26年4月1日生
2年保育(4歳児)
46名 平成24年4月2日～平成25年4月1日生
3歳児、
4歳児、
5歳児
2号認定こども 40名
0歳児5名、
1歳児10名、 2歳児 16名
3号認定こども 31名
２号３号認定は守口市役所の決定となりますが、居住されている市、区役所に保育認定の申請をしてください。

Ⅱ.

入園後に、幼稚園から市、区役所に申請をいたします。
１号認定の方
■ 入園までの日程
※注意 案内状はその都度差し上げませんのでどうかお忘れなくお願いいたします。
下記日程でご都合の悪い方は早めにご連絡をください。
日
時
手
続

説

明

平成28年9月1日(木)より

願書配布

平成28年9月10日(土)

要予約

○無料親子教室「おひさまクラブ」

平成28年10月1日(土)

入園願書受付

○①在園児・卒園生の弟妹、花＊花クラブ在籍児、

午前9:00より

親子面接

定員に達するまで

入園内定及び入園手続き

②卒園生の子弟の順で優先枠があります。
○スリッパをご持参の上、お子さま同伴でご来園ください。

○願書受付順より親子面接と簡単なテストを行います。
保育料等自動払込用紙配布
重要事項説明書の同意書 配布
教育標準時間認定申請書 配布
平成28年10月9日(日)

※身体的に無理がないかを見ます。
○入園内定された方は、検定料3,000円と施設整備費
50,000円を納めていただきます。
運動会

会場:守口市立錦小学校校庭

雨天翌日

平成28年10月13日(木)

重要事項説明書の同意書提出

午前10:00～12:00

教育標準時間認定申請書提出

○1号の方は在住の市に幼稚園経由にて申請します。

制服等の採寸及び用品申込

○スリッパをご持参の上、お子さま同伴でご来園ください。

送迎バス申込受付

○制服・制靴・制帽などの採寸を致します。

平成28年11月12日(土)
午後1:30～2:30

保育料等自動払込用紙回収

満３歳児は、制服等の採寸を致しません。
○園児送迎バスの送り迎えを申し込まれる方は、
バス申込金4,000円を申込書に添えて納めてください。

平成29年1月21日(土)

一日入園の日

○スリッパをご持参の上、お子さま同伴でご来園ください。

○保護者の方は、入園についての説明を聞いて頂きます。

午前9:45～受付
午前10:00～11:00

入園準備のプリントをお渡し致します。
バス利用者は、バス停の位置確認をします。
○お子さまは、保育室で先生と歌を歌ったり、紙芝居等を

見たりします。
午前11:00～12:00

用品渡し

○制服・制靴・制帽・制かばん・お道具箱などを
お渡し致します。
尚、費用は

平成29年4月2日(日)

入園式

男児37,690円

女児37,650円です。

○園児は制服着用のこと。保護者はスリッパを
ご持参願います。
○受付後にご持参頂きましたお道具箱やスモックなど
全部をお子さまの保育室内に記名されたロッカー等に
入れて下さい。

お早目にお越しください。

■ 諸経費
入園一時金
・入園検定料

3,000円

施設整備費

50,000円

・バス申込金

4,000円（園児送迎バス申込み者）

※上記費用は原則として返金いたしません。但し、施設整備費は入園式前の3月31日までに通園可能範囲外へ
転宅された場合、住民票もしくは転宅の証明となる書類の提出において返金致します。
入園後の費用
・保育料

基本保育料（居住の市で決定された額、保護者の収入により変わります）

・特定教育費
教育充実費

月額

３,５００円（12ヶ月で均等割した額）
絵本や楽器、行事における費用など教育に必要なものの諸費用

食育費

月額

6,５００円（11ヶ月で均等割した額、8月は除く）
1食430円を年間食数から割り出した額と食育にたいする教育費用です
遠足や行事、台風などのやむをえない状況下の日などはご家庭からお弁当を
持参して頂きますが、欠食に対する返金は致しません

環境整備費

年額

6,５００円（８月に徴収）
空気清浄器や机や椅子など数年に1回更新する設備や備品のための費用

・卒園アルバム代 月額

940円

・バス代

3,000円 （園児送迎バス利用者のみ）

月額

（年長のみ、12ヶ月で均等割した額）

上記、保育料からバス代までは、毎月(8月も含む)合計を郵便局の保護者の口座から幼稚園の口座へ自動払い込みして頂きます。

実費負担（随時徴収）
・個人用品・教材・制服等・遠足代・お泊り保育代など
ふたば会(本園の保護者会）会費

年額

6,000円（年2回に分けて徴収）

本会は、幼稚園の教育目的達成を援助すると共に、園と家庭との連絡を密にし、その協力によって幼児の幸福と
会員相互の親睦をはかるのが目的です。全園児加入を原則とします。

※ 消費税
施設整備費、基本保育料、特定教育費、バス代、預かり保育等については、消費税は課されていません。
制服用品代、年長の卒園アルバム代等の実費負担には、消費税が課せられています。

※ 諸般の事情により諸費の変更をする場合があります。
■ 預かり保育
通年コース( 要：勤務証明書 )
実施日 : 利用決定日から卒園年度末3月末までの保育日と長期休暇(夏休み、冬休み、春休み)
時間は午後6時30分まで。
休日

: 土曜日、日曜日、祝日、お盆（８月12日～15日）、年末年始(12月29日～1月4日)、
入園式・卒園式・宿泊保育・運動会と運動会の代休・作品展・生活発表会などの行事の日、
職員研修日、警報発令等のやむをえない状況の日および園長が定めた日。

費用 ： 月額8,000円（5時までの場合）
臨時預かり1日コース
実施日：幼稚園の保育のある日のみ(夏期保育を含む)。
長期休暇午後3時コースを申し込まれると長期休暇も利用可能。
費用

: 400円～900円（午後保育後の場合）

長期休暇(夏休み、冬休み、春休み)
通年コース利用者

午前7時30分～午後6時30分

費用 : 午後6時30分まで 夏休み14,000円、冬休み6,000円、春休み8,000円
給食費（430円/1日）×日数分

欠席された場合、返金は致しません。

長期休暇午後3時コース（要：勤務証明書）
通年コース利用以外の者 午前7時30分～午後3時
費用 : 午後3時まで

夏休み10,000円、冬休み4,000円、春休み6,000円

給食費（430円/1日）×日数分

欠席された場合、返金は致しません。

※お迎えが申し込み時刻より遅れた場合は、追加費用を頂きます。10分単位で100円

２号認定・3号認定の方
園に願書を提出すると同時に居住されている市、区役所に保育認定の申請をし、認定をして頂く
必要があります。市、区役所が調整をし、決定されます。弟妹関係の方が優先できるように申し
入れいたしますが、保証されるものではありません。
市、区役所より認定された後、本園に連絡の上、認定証をお持ちになってお子さまと同伴でお越し
ください。1号認定と同様、親子面接と簡単なテストを行なったのち、入園検定料と施設整備費を
納入していただきます。
制服採寸・用品販売・バス申込み等の日程も後日お知らせいたします。
保育料は、市役所で決定されて保育短時間児は本園では午前8時から午後4時まで、保育標準時間児
は本園では午前7時30分～午後６時30分までの長時間保育分が含まれます。
当園の保育の提供を行わない日は、土曜日・日曜日・国民の祝祭日・お盆（8月12日～15日）・
年末年始（12月29日～1月4日）・創立記念日（10月25日）・入園式・卒園式・休日に行事を
行った場合の代休日・気象情報発令時や伝染病・感染症流行時の出席停止及び学級閉鎖など、その
他、園が定めた日とします。なお、園長が必要と認めた場合、休業日を設定したり変更したりする
ことがあります。
Ⅲ.

２号認定の方

■ 諸経費
入園一時金
・入園検定料

3,000円

・バス申込金

4,000円（園児送迎バス申込み者）

施設整備費

50,000円（3号からの進級児は30,000円）

※上記費用は原則として返金いたしません。但し、施設整備費は入園式前の3月31日までに通園可能範囲外へ
転宅された場合、住民票もしくは転宅の証明となる書類の提出において返金致します。
入園後の費用
・保育料

利用者負担額（居住の市で決定された額、保護者の収入により変わります）

・特定教育費
教育充実費

月額

３,５００円（12ヶ月で均等割した額）
絵本や楽器、教材、行事における費用など教育に必要なものの諸費用

食育費

月額

5,0００円（12ヶ月で均等割した額）
(副食食材費を除く・おやつを含む)を年間食数から割り出した額と食育にたいする
教育費用です。遠足や行事、台風などのやむをえない状況下の日などはご家庭から
お弁当を持参して頂きますが、欠食に対する返金は致しません

衛生管理費等 月額

1,５００円（12ヶ月で均等割した額）
教育時間外の衛生救急用品や日用品等の消耗品、また預かり保育室のテレビや
机等の設備や備品の更新をするための費用

・卒園アルバム代 月額

940円

・バス代

3,000円 （園児送迎バス利用者のみ、登園バスのみ利用の場合は2,000円）

月額

（年長のみ、12ヶ月で均等割した額）

上記、保育料からバス代までは、毎月(8月も含む)合計を郵便局の保護者の口座から幼稚園の口座へ自動払い込みして頂きます。

実費負担（随時徴収）
・個人用品・教材・制服等・遠足代・お泊り保育代など
・ふたば会(本園の保護者会）会費

年額

6,000円（年2回に分けて徴収）

本会は、幼稚園の教育目的達成を援助すると共に、園と家庭との連絡を密にし、その協力によって幼児の幸福と
会員相互の親睦をはかるのが目的です。全園児加入を原則とします。

※ 消費税
施設整備費、基本保育料、特定保育料、バス代、預かり保育等については、消費税は課されていません。
制服用品代、年長の卒園アルバム代等の実費負担には、消費税が課せられています。

※ 諸般の事情により諸費の変更をする場合があります。

Ⅲ.

3号認定の方
入園一時金
・施設整備日

20,000円（2号の進級時にスライドする）

※上記費用は原則として返金いたしません。但し、施設整備費は入園式前の3月31日までに通園可能
範囲外へ転宅された場合、住民票もしくは転宅の証明となる書類の提出において返金致します。
入園後の費用
・保育料

利用者負担額（居住の市で決定された額、保護者の収入により変わります）

・保育補助費

月額

1,0００円

・食育費

月額

0円

絵本や行事費等

・粉ミルクは、園で決定したメーカー（数社）の粉ミルクを使用いたします。
園指定以外の粉ミルクは原則として使用いたしません。
・冷凍母乳については、検討中です。
・離乳食は、保護者様と給食委託業者と当園の３者で面談のうえ、離乳食の段階を決定
させていただき、そのうえでの提供となります。

・布おむつリース代

月額

0歳＝４,０００円

・お昼寝用寝具リース代

月額

0・1・2歳＝1,０００円

1歳＝３,２００円

・おむつカバーリース代

（希望者）

月額

2,０００円

・トレーニングパンツリース代 （希望者）

月額

2,０００円

2歳以上＝２,８００円

上記合計金額を、郵便局の保護者の口座から幼稚園の口座へ毎月(8月も含む)自動払い込みして頂きます。

実費負担（随時徴収）
・お帳面、用品、帽子、スモック（2歳～）、体操服（2歳～）、延長保育料（利用額）、その他必要に応じて
保護者会会費（検討中）
※ 諸般の事情により諸費の変更をする場合があります。

校区別在園児

平成２８年５月現在

■守口市

・錦小

５１人

・橋波小

3人

■大阪市

・三郷小

1人

・寺方小

３人

・茨田北小

51人

・茨田小

12人

・茨田東小

5人

・焼野小

25人

・茨田西小

12人

・茨田南小

4人

・みどり小

5人

・鶴見南小

・横堤小

3人

・すみれ小

1人

■門真市

・二島小

3人

・門真小

1人

■東大阪市

・楠根東小

1人

2人

＊園バスの運行経路につきましては、園の方にご質問ご相談ください。
＊3号認定は、園バスの利用は提供しておりません。

子育て雑考
『コトバのチカラ』 編者

日本民間放送連盟ラジオ委員会

発行者

江口克彦

発行所

ＰＨＰ研究所

1. 親の心構え（お宮参りの時の宮司さんのことば：まえがきより）

『赤ん坊の時は肌を離すな。幼児の時は手を離すな。
子供の時は目を離すな。少年のときはは心を離すな。』
2. 心を磨きましょう
3. やりたいと思う

『六つになった』

心は磨いただけしか光りません
そのことが才能だ

作：Ａ．Ａ．ミルン（「くまのプーさん」の作者）

一つのときは、なにもかもはじめてだった。
二つのときは、ぼくはまるっきりしんまいだった。
三つのとき、ぼくはやっとぼくになった。
四つのとき、ぼくはおおきくなりたかった。
五つのときには、なにからなにまでおもしろかった。
今は六つで、ぼくは

ありったけおりこうです。

だから、いつまでも

六つでいたいとぼくは思います。

訳：周郷

博

