
晋栄福祉会
社会福祉法人

川面ちどり保育園

旬の食材を使って、園内で調理した安心の食事メニューを提供します。

安田式遊具による運動あそびを通して、脳と体のバランス良い発育を促します。

いっぱい遊び、
いっぱい学ぶ。

地域、環境を活かした保育により、情緒の豊かさ・表現力・人と人との繋がりを養います。

すこやかに、たくましく、 生きる力を育みます。

Mission / 法人理念

DO FOR OTHERS
Do for others what you want them to do for you.

情熱を持ち行動する
前進と振り返り、
時に回り道もよし

あらゆる工夫で、いろいろな方法で

よくコミュニケーション
をとり、連携を

すべては地域の人々と
自らの、幸福と福祉の
ために

言葉だけではなく、心に情熱を
持ち行動で示す

前進することと振り返ること、
時に回り道をしても何一つ
無駄ではない

課題もニーズも様々、最善を考え工夫して、
いろいろな方法を駆使して対処する

組織の仲間やご利用されている方、
及びそのご家族との連携はもちろん
地域や行政との連携も大切に

地域の人々の幸福と、そこから
得られる自らの幸福、及び地域の
人々と、その一員としての自らの
福祉のために

平成27年4月１日開園

Ⓡ

定員 120名（0～5歳児）

保育費用
【月額】

主食費
延長保育料（19時まで）
延長保育料（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。
￥1,300 ※選択制

入園時に必要なもの

※
保険料以外
税込み価格

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

￥7,800（ジャケット・男女共通）
￥4,950（パンツ・男児） ￥5,100（スカート・女児）
【上】￥1,600（90～130cm） ￥1,920（140cm）
【下】￥1,450（90～130cm） ￥1,690（140cm）
￥3,250（90～130cm） ￥3,850（140cm）
￥3,250
￥1,836
￥240（1年単位）
【0歳児】￥370   【1歳児】￥370 【2歳児】￥1,979
【3歳児】￥4,922 【4歳児】￥4,922 【5歳児】￥4,922

川面ちどり保育園 園児募集要項

※内容、及び実費負担につきましては、現在の概算で示しており、今後変更になることがあります。

※入園相談につきましては、随時受付けておりますので、いつでもご相談ください。

0797-26-8156TEL：

FAX： 0797-26-8157
E-mail：hoiku-kw@chidori.or.jp

ホームページ: http://www.chidori.or.jp

◼アクセス

◼連 絡 先

インスタグラムを始めました。
是非覗いていって下さいね。

〒665-0842 宝塚市川面３丁目24-13

阪急今津線
JR宝塚線

徒歩５分
徒歩５分

「宝塚」駅下車北口
「宝塚」駅下車北口

※受付時間 9:00~17:00



/ 保育目標vision

⚫元気で生き生きとした子ども

⚫明るく心豊かな子ども

⚫自分で考え、工夫する子ども

⚫友だちとよく遊び、互いに認め合える子ども

一日の主な流れ

⚫ 安田式遊具を使ったお外あそびを行います。

安心の食事メニュー

⚫ 地域の皆様を対象に随時、育児相談を受け
付けています。

安田式遊具とは…

「得意な子も、苦手な子も、自ら遊んで熱中できる、
もっと出来るようになりたいと思える、友だちどう
し共感しあえる、運動遊びが大好きになる」様々な
工夫が凝らされています。

豊富なあそびプログラム

安田式遊具のサイト
https://yell-corp.com/

⚫ 旬の食材を中心に、園内で
調理したものを提供します。
主食、副食とも完全給食で
す。

⚫ アレルギー除去食・代替食
に対応してます。

⚫ 栽培活動、クッキング体験
を実施。五感に働きかける
楽しい食育に努めます。

しっかり健康サポート

身体測定 全園児 1回／月

内科健診 全園児 2回／年

眼科・耳鼻科健診 4~5歳児 1回／年

歯科健診 2~5歳児 1回／年

尿検査 全園児 1回／年

歯磨き指導 3~5歳児 1回／年

育ち盛りの子どもたちの身体はとても繊細。定
期健診でしっかり健康管理します。

年間の主な行事

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。年齢により異なる行事があります。

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。

地域の子育て支援

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 歯科健診、保育参観

7月 七夕の会、尿検査、プール開き、

8・9月 プール遊び、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・1月 クリスマス会、お正月あそび

2月 生活発表会（乳児・3～5歳児）、節分

3月 ひな祭り、卒園式、終了式

乳児（0～2歳児） 幼児（3～5歳児）

7：00 登園（随時） 登園（随時）

8：00 通常保育 通常保育

9：00 おやつ 自由あそび

10：00 午前のあそび 午前の活動

11：00 離乳食・給食 給食準備・給食

12：30 午睡 午睡

15：00 おやつ・自由遊び おやつ・自由遊び

17：00 降園（随時） 降園（随時）

18：15 延長保育（有料） 延長保育（有料）

20：00 閉園（予定） 閉園（予定）

安田式
遊具

音楽
リズム
あそび

異年齢
保育

わらべ
うた

コーナー
あそび

絵本の
読み
聞かせ

人の活動や感情は全て脳の働
きによるもの。脳を正常に発
達させるためには、楽しく身
体を動かし、毎日が活動的で
あることが最も効果的である
ことが証明されています。

ゆとりの保育時間

規則正しい生活リズムが子どもの意欲や学力・体力の向上、情緒の安定につながります。
意欲を持って、自発的に、自主的に動ける子ども・考える子どもを期待するならば、

「食べて」「動いて」「よく寝よう」を、子どもの生活の中で大切にしていく事が重要です。

豊かな心 しなやかな身体づくりと

子どもたちは

一人ひとり無限の可能性を持った

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。

い っぱい遊び、いっぱい学ぶ

⚫ 通常保育 月～土 8:00～17:00

⚫ 延長保育 月～土 18:15～20:00

※日曜・祝日・年末年始（12/29～1/3）
はお休みです。

最長 7：00～20:00 まで

⚫ 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、「楽しさの体験」
「人とのつながり」「身体
のしなやかさ」「感情の豊
かさ」を養っていきます。

⚫ 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。


