
    電車をご利用の場合
阪急今津線「宝塚」駅下車北口　 徒歩約5分
JR宝塚線   「宝塚」駅下車北口　 徒歩約5分
　　

　　　　社会福祉法人晋栄福祉会 　　川面ちどり保育園 
　　　〒665-0842   宝塚市川面3丁目24-13

http://www.chidori.or.jp/　✉ hoiku-kw@chidori.or.jp

TEL （0797）26-8156  　【受付時間】9：00～17：00
FAX　(0797) 26-8157
　　　                                      

入園相談につきましては、随時受けつけておりますので、
いつでもご相談ください。
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　 っぱい遊び、いっぱい学ぶ
子どもたちは一人ひとり無限の可能性をもつ
かけがえのない存在です。
さまざまな遊びや、友だちとの交流を通して
毎日たくさんのことを学んでいきます。
「すこやかに」「たくましく」。
川面ちどり保育園では、子どもたちの生きる
力を育みます。

ゆとりの保育時間 安心の食事メニュー

しっかり健康サポート

最長 7:00～20:00 まで

■通常保育　　   　月～土  　 8:00～17:00

■延長保育　         月～土　 18:15～20:00
※日曜日・祝日・年末年始（12/29～1/3）は休み

■身長・体重（全園児）　　　   毎月実施
■内科健診   （全園児）　  　   　 年２回
■眼科・耳鼻科健診（4～5歳児）   年１回
■歯科健診      （2～5歳児）　      年１回
■ぎょう虫検査（全園児）            年１回
■尿検査         （全園児）　         年１回
■歯磨き指導  （3～5歳児）　 　　年１回

■旬の食材を中心に、
　園内で調理したものを提供
■主食・副食の完全給食
■アレルギー除去食･代替食への
   対応

育ちざかりの子どもたちの体はとても繊細。
定期健診でしっかり健康管理します。

豊かな心とからだづくり
法人内の各園でも幅広く活用されている
安田式遊具を導入する予定です。
室内ではコーナー遊びを中心に、絵本の
読み聞かせ、音楽リズムあそび、ふれあい
あそび、異年齢交流を通じて、「楽しさの経験」
「人とのつながり」「身体のしなやかさ」
「情緒の豊かさ」を養っていきます。

い

安田式
遊具

音楽リズム
あそび

転んでも受け身の手が出ない、足の土踏まずが
未発達、体温の二極化、頸椎のゆがみ･･･。
近年、子どもたちの身体に顕著に表れてきた変化
は、幼少年期の身体を動かす「遊び」の減少に
起因していると言われています。
安田式遊具は60年以上にわたる研究と実践から、
年齢、得意不得意、体格などに関係なく、楽しむ
ことができるよう、さまざまな工夫をしています。
遊具は識別しやすい配色にこだわり、移動式で
安定感があり、1人でも大人数でも遊べるなどの
特徴があります。

安田式遊具とは

わらべ
うた

コーナー
遊び

絵本
読み聞かせ

異年齢
保育

●安田式遊具のサイト http://www.yell-corp.com/

地域の子育て支援

地域の皆様を対象に随時、「育児相談」を受けつ
けています。
子育てのお悩みなど、お気軽にご相談ください。
また、地域に開かれた保育園をめざし、年間を通
じてさまざまな講習を企画していきます。



園児募集要項

定　      員 120名（0～5歳児）

保 育 費 用
【月　 額】

主食費（3～5歳児）      
延長保育料(19時まで） 
　　〃　　(20時まで）    
                              
寝具レンタル代

 \1,500 
￥ 250／15分　※月極 未登録者
￥ 500／15分　※月極 未登録者
※延長保育料（月極）は、市の規定に基づきます。
￥1,500　※選択制

入園時に
必要なもの

※園児の成長に応じて
買い替えや、消耗品の
買い足しが別途必要に
なる場合があります

※保険料以外は税込価格
     2014年１０月7日現在

制　服（3~5歳児）

体操服（3~5歳児）
　　　　　　　　　
スモック（2~5歳児）
カバン　（3~5歳児）
防災ずきん(0~5歳児）
日本スポーツ振興会
保育用品

　　　
　
　　　　　　　　　　　
　　　

\7,400（ジャケット・男女共通）
\4,800（パンツ・男児）　\4,900（スカート・女児）
【上】￥1,450（90~130cm）￥1,770（140cm）
【下】￥1,330（90~130cm）￥1,570（140cm)
　　　￥3,000（90~130cm）￥3,350（140cm）
￥3,100
￥1,640
￥   240（1年単位）
￥2,010（０歳児）
￥2,010（１歳児）
￥3,488（２歳児）
￥6,410（３歳児）
￥6,410（４歳児）
￥6,410（５歳児）

現在、開園の準備を進めています。内容及び実費負担につきましては、現時点の概算で表示しており、
今後変更になることがあります。

乳 児（０～２歳児） 幼 児（３～５歳児）

7:00 登 園（随 時） 7:00 登 園（随 時）

8:00 通常保育 8:00 通常保育

9:00 おやつ 9:00 自由遊び

10:00 午前の遊び 午前の活動

11:00 離乳食・給 食 11:00 給食準備・給 食

12:30 午 睡 12:30 午 睡

15:00 おやつ・自由遊び 15:00 おやつ・自由遊び

17:00 降 園 （随 時） 17:00 降 園 （随 時）

18:15 延長保育    【有料】 18:15 延長保育    【有料】

20:00 閉 園 （予 定） 20:00 閉 園 （予 定）

１日の主な流れ
年齢に応じて、規則正しい生活習慣を身につけていきます。
0~2歳までの3年間は「育児担当制」で、担当職員が乳児の
成長に合わせて、きめ細かく対応します。

乳児は午前・午後のおやつ、幼児には午後のおやつ、
延長保育時には、夕方に軽い間食をご用意します。

年間の主な行事

４月 入園を祝う会、クラス懇親会

５月 こどもの日、春の健康診断

６月 歯科検診、保育参観

７月 七夕の会、尿検査、プール開き、
クラス懇談会

８月 プール遊び

９月 お月見会

１０月 運動会、芋ほり遠足（年中・年長）

１１月 秋の健康診断、個別懇談

１２月 クリスマス会

１月 お正月あそび

２月 生活発表会　 (乳児クラス)
生活発表会　（3～5歳児）
節分

３月 ひな祭り、卒園式、修了式

毎月、避難訓練、発育測定、誕生会を行います。
年間の行事は、都合により変更することがあります。
随時、園外保育など、年齢により異なる行事があります。
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