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募集要項

浄土真宗本願寺派浄念寺を設置母体とし、保育の基本精神は浄土真宗が称
える「まことの保育」を中心に据え、あかつき幼稚園は幼児ひとりひとりの智慧
（かしこさ）、誠実（まごころ）、慈愛（やさしさ）、意志（たくましさ）を育み、これら
を支え、伸ばしていく教育を保育の基本方針とします。

また、子どもも大人も、お互いに敬い合うことができたら、きっと子どもの育つ
むつみ合う場所、あたたかな時が提供できます。子どもたちの健やかな成長に必
要な環境をあかつき幼稚園は提供します。

募集人員

あかつき幼稚園では新年度に臨み以下の人員を募集します

５歳児（年長組・１年保育） H.25.4.2 ～ H.26.4.1 若干名
４歳児（年中組・２年保育） H.26.4.2 ～ H.27.4.1 若干名
３歳児（年少組・３年保育） H.27.4.2 ～ H.28.4.1 18 名(弟妹児枠含む)

２歳児（満３歳児・４年保育） H.28.4.2 ～ H.29.4.1 12 名(弟妹児枠含む)

入園までの予定

入園願書受付 １１月 １日(木) 幼稚園職員室にて 9:00 より受付開始 18:00 まで

入園連絡会と １２月２０日（木） 説明会、制服採寸、面接等が行われます幼
１日入園 稚園の一日体験です

保育用品渡し ３月 ７日（木） 注文された制服・保育用品をお渡しします
入園式(予定) ４月 １０日（水） 制服制帽で入園式においで下さい
保育開始(予定) ４月 １１日（木） 保育開始です

◇入園申込書受付 １１月１日（木）
幼稚園職員室にて受付いたします。別紙入園願書に必要事項を記入して
申込金 3,000 円と一緒にお持ち下さい。支給認定申請書の配布をします。
なお、日祝日でも幼稚園向かいの浄念寺で受付けます。

◇１日入園と入園連絡会 １２月２０日（木） １４：００（予定）
お子さんの１日入園
面接、制服制帽採寸注文、入園までの諸注意、支給認定申請書審査
施設費（ 20,000 円） ※親子共上履きをご用意下さい。

※外靴を入れる袋をご持参下さい。

◇保育用品渡し、入園後の諸注意 ３月７日(木)
開催要項は入園願書記載の住所にお知らせします
保育用品・制帽等渡し（年齢により異なる 10,000 円前後）
制服・体操服渡し（ 17,000 円前後の予定）
お子さんの一日入園の間に、家庭の皆さんへ入園後の諸注意があります

◇入園式 ４月１０日（水） 午前１０時より ［予定］



幼稚園の紹介

幼児期の教育は人生の基礎工事。多くを学び、数多くの経験をして、高く伸び
て、大きく成長し立派な大人になって欲しい。将来の成長を支えるための大切な
時期です。だからこそあせらず、あわてず、しっかり、じっくりと成長して欲しい。

あかつき幼稚園は幼児期だからこそ必要な環境を整え、身につけたい感性を
育みます。子どもの健やかな成長を願う家庭のパートナーになりたいと、私たち
は願っています。

子どもが育つだけではない
子どもの成長に出会い
親が親として成長していく
先生が先生として成長していく
ここに集うものがともに育み合う

だから「 共育 」 私たちは「まことの教育」を目指します
きょういく

智 慧 慈 愛
かしこさ やさしさ

まことの保育

誠 実 意 志
まごころ たくましさ

幼稚園の一年

１学期 和合 ２学期 感謝 ３学期 協力

入園式 運動会 節分
歓迎遠足 秋の遠足 生活発表会
水浴 音楽リズム発表会 さよなら遠足
納涼大会 もちつき 卒園式
夏季保育 おとまり保育（年長）

みんななかよく ありがとう ちからをあわせて

教育方針に沿って一年間の行事を進めます。

あかつき幼稚園の１日

９：００ おはようございます
登園、送迎、自由遊び
・通園バス登園
・徒歩送迎

１０ ： ００ カリキュラムに沿った保育

１１：３０ 給食

１２：３０ 保育／自由遊び

１４：００ さようなら 降園
ホームクラス

１８：００ ホームクラス終了
＊行事の日や曜日によって異なります

幼稚園は「遊び」が大切です
幼稚園に行くとたくさんの「遊び」が待っています。それは「遊び」を

とおして子どもたちは成長するからです。「遊んでばかりでいいのです
か？」と不安の声もあります。自ら関心を持ち自然や友達と関わって
いく力は強制されて身に付くものではありません。保育者はひとりひと
り子どもたちに応え細心の配慮で環境を作り、子どもたちの自らの成長
を促していきます。常に専門的な知識と技術を持った保育者が子ども
たちと呼応した「遊び」が今日も作り出されています。

入園後に定期的に納入する経費
◇毎月納入するもの（毎月１０日までに銀行振込）

・保育料 右記載 市民税額により保育料が変わります
※課内教室（トランポリン・英語）代含む

・通園バス代 1,500 円（８月を除き、利用者のみ）
・教材費 1,000 円 上記課内教室や絵本・保育教材、色紙や画用紙などの

購入費を保育料とは別に徴収いたします。

◇・給食費 4,700 円（８月を除く給食実施月のみ）

◇各学期（年）に納入するもの
・冷暖房費 年間 5,000 円（夏期 2,000 円、冬期 3,000 円）

◇父母の会費
毎年度初めての総会で金額を決定し、会より別途徴集（今年度は 600 円）

◇園納金は各家庭の銀行口座より引落となります。指定銀行は西日本シティー
銀行（三萩野支店）となります



施設給付型幼稚園の保育料について

当園は施設給付型幼稚園となり、保育料は市町村民税の税額によります。
入園確定後に、施設給付申請が必要となります（詳細は後日通知）。

＊上図は平成３０年度実績を記載しておきますので、参考にして下さい。
保育料区分は施設給付申請後、北九州市より月額確定通知が届きます。
詳しくは北九州市子ども子育て支援新制度における保育料についてをご参照
下さい。

※幼児教育・保育の無償化について
現在、来年１０月から予定している消費税増税にあわせて、幼児教育・保

育の無償化が国で進められています。上記記載の保育料と就労家庭に限り
ホームクラス（預かり保育）の利用料が無償化の対象になっています。

現時点では確定しておりませんので、確定次第お知らせいたします。

給食について
正しい食生活はこれからのお子さんの成長を考えると大切なことです。それは

ただ単に栄養のバランスの取れた食事を考えるだけではありません。みんなと同
じものを友達と一緒に食べることは、よりよい食生活習慣の確立、偏食矯正につ
ながります。必要な栄養を摂取するだけでない、食事をする楽しさもまた身につ
けてもらいたい。あかつき幼稚園では園内に給食調理施設を設け専門の調理員
の作る温かい給食を用意しています。
◎月・水・金 曜日 完全給食（麺類・パンなどが付きます）
◎ 火 ・ 木 曜日 副食給食（ごはんのみ持たせて下さい）

・給食費について…給食費は材料費・人件費・設備費・
給食にかかる諸経費、遠足実施の
際のおやつ代が含まれてます。

・アレルギーのある場合は事前にお知らせ下さい。
（連絡会面接時にお伺いします。対応については

ご相談下さい）

ホームクラス（預かり保育）

放課後や長期休暇中、勤務などにより、保育が必要なお子さんをお預かりする
ホームクラスを開設しています（満３歳児に関しては満３歳の誕生日より利用可
能）。

◎園で保育のある日の放課後 保育料 １日につき ５００円
保育時間は保育終了時より１８時まで実施
半日保育の時はお弁当を持たせて下さい。
帰りは家庭よりお迎えに来て下さい。

◎夏・冬・春休暇中 保育料 １日につき ７００円
保育時間は午前９時より１８時まで実施
お弁当を持たせて下さい。
送り迎えは家庭からお願いいたします。
お盆前後と年末年始・年度替わり約１週間はお休みです。

◎月極もあります 通常：７，０００円
夏休み：１０，０００円 冬・春休み：７，０００円

スクールバスの運行

幼稚園より遠隔地にある方のために通園
バスを運行しています。通園バス利用者は
毎月施設管理費に１５００円を追加徴集致し
ます（満３歳児に関しては誕生月の翌月より
利用可能）。

＊コースについては園へ毎年変更があり
ますのでお問い合わせ下さい。



福岡県からの補助金について

◎平成３０年度県補助金（例年７月に支給）

教材費補助 （全園児） ８，０００円

あかつき幼稚園々則抜粋

入園後の園生活にかかるあかつき幼稚園園則をここに載せます

◇保育年齢
この幼稚園に入園出来る者は、満３歳から小学校始期に達するまでの幼児

とする。

◇保育期間
第１学期 ４月１日 ～ ８月３１日
第２学期 ９月１日 ～ １２月３１日
第３学期 １月１日 ～ ３月３１日

保育時間 １０：００～１４：００
（４月下旬まで１０：００～１１：３０）

◇休 園 日
この幼稚園の休園日は次の通りとする。ただし、必要に応じて園長がこれを

変更することが出来る。
1.日曜日 2.国の祝日 3.保育を行わない土曜日
4 夏 .冬 .春季休暇 5.その他園長の指示する特定日

◇教職員組織
園長、主事、主任教諭、教務＝各１名 教諭＝７名 講師＝若干名
事務員＝１名 栄養士＝１名 給食従事者＝２名
園医等＝３名（内・外科－中央診療所 歯科－大田歯科、 薬剤師）

◇入 園
この幼稚園に入園しようとする者は、所定の申込書に記入のうえ、保護者よ

り園長に提出し、許可を受けるものとする。

◇転 退 園
この幼稚園から転退園しようとする者は、その理由を園長に申し出て許可を

受け、所定の書類を受けるものとする。

◇休 園
病気その他やむ得ない理由で休園しようとする者は、願出により園長はこれ

を許可することができる。

◇修 了
この幼稚園所定の課程を修了した者には、修了証書を授与し、園長は該当

小学校長宛に保育指導要録を提出する。

◇懲 戒
園長は、教育上必要と認めた園児には懲戒を加える事ができる。

◇保育料の納入は下記通りとし、金額は別に定める。
＊保育料諸費の納入は毎月１０日までと定める。（銀行振込とする）
＊夏期休暇といえども、園の運営上、保育諸費の納入は必ずしなければなら

ない。
＊長期欠席といえども、保育諸費の免除はいっさいないものとする。
＊入園料は入園許可と同時に納入しなければならない。既納の保育料、入園

料は理由のいかんにかかわらず返還しない。
＊給食費は保育諸費と同時に徴集する。
＊その他の諸経費＝定むる費用以外に経費徴集の必要がある時は、父母の

会と協議のうえ、徴集することができる。

◇保育料を理由なく３ヶ月以上滞納した者は除籍されるものとする。

◇在園中といえども経費の変更の場合は、新しい金額が適用されるものとする。

◇父母の会は保育の直接援助者として、園児の保護者は全員会員になるものと
する。

以 上

連携施設について
小規模保育事業施設「てぃーらてぃーら」は当園連携施設となっています。

２０１８年１０月１日 あかつき幼稚園


