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■幼児教育・保育の無償化について

　各園の掲載ページには園則等で定められている料金を掲載しております。
　無償化の支給を受けるには手続き等が必要となる場合があります。保育料
は最大25,700円まで、預かり保育料は最大16,300円（条件あり）まで給付さ
れます。なお、全ての費用が無償化されるわけではなく、実費分等は自己負
担となります。
　詳細については市ホームページをご確認ください。

幼稚園等ガイドブック　目次

川口市無償化HP QRコード

川口市無償化ＨＰ ＵＲＬ

https://www.city.kawaguchi.lg.jp/kosodate_gakkou/h

oikusyo/28298.html



№ 幼稚園名
長期休暇中の
預かり保育

1 川口南幼稚園 月 ～ 金 7:00 ～ 19:00 ○

2 川口文化幼稚園 月 ～ 金 8:00 ～ 18:00 ○

3 ゆりかご幼稚園 月 ～ 金 8:30 ～ 17:00 ○

4 松葉幼稚園 月 ～ 金 7:30 ～ 17:00 ○

5 西川口幼稚園 月 ～ 金 8:00 ～ 18:00 ○

6 小鳩幼稚園 月 ～ 金 8:00 ～ 17:00 ○

7 清月幼稚園 月 ～ 金 8:40 ～ 17:00

8 松原幼稚園 月 ～ 金 7:30 ～ 19:00 ○

9 共生幼稚園 月 ～ 金 8:00 ～ 17:00 ○

10 川口アソカ幼稚園 月 ～ 金 8:30 ～ 18:30 ○

11 いずみ幼稚園 月 ～ 金 8:00 ～ 18:00 ○

12 ふじみ幼稚園 月 ～ 金 7:30 ～ 19:00 ○

13 たちばな幼稚園 月 ～ 金 7:45 ～ 17:30 ○

14 翠ヶ丘幼稚園 月 ～ 金 8:30 ～ 18:00 ○

15 青木錦生幼稚園 月 ～ 金 9:00 ～ 17:00

16 小桜幼稚園 月 ～ 金 8:00 ～ 17:30 ○

17 北川口幼稚園 月 ～ 金 8:00 ～ 18:00 ○

18 旭幼稚園 月 ～ 金 8:30 ～ 17:30 ○

19 みつわ幼稚園 月 ～ 金 7:30 ～ 18:30 ○

20 西光院マヤ幼稚園 月 ～ 金 8:30 ～ 14:00

21 川口しらぎく幼稚園 月 ～ 金 7:30 ～ 18:30 ○

22 芝みずほ幼稚園 月 ～ 金 8:00 ～ 18:00 ○

23 きぞろ幼稚園 月 ～ 金 8:00 ～ 19:00 ○

24 安行東光幼稚園 月 ～ 金 8:00 ～ 18:30 ○

25 川口あけぼの幼稚園 月 ～ 金 8:00 ～ 18:00 ○

26 川口くるみ幼稚園 月 ～ 金 8:30 ～ 17:00 ○

27 川口さかえ幼稚園 月 ～ 金 7:30 ～ 19:00 ○

28 赤芝幼稚園 月 ～ 金 8:00 ～ 14:10

29 ひのつめ幼稚園 月 ～ 金 7:30 ～ 18:30 ○

30 しば幼稚園 月 ～ 金 7:30 ～ 18:30 ○

31 川口幼稚園 月 ～ 金 7:30 ～ 19:00 ○

32 やはぎ幼稚園 月 ～ 金 7:30 ～ 19:00 ○

33 さと幼稚園 月 ～ 金 8:00 ～ 18:00 ○

34 東川口幼稚園 月 ～ 金 7:30 ～ 19:00 ○

35 新郷松原幼稚園 月 ～ 金 7:30 ～ 19:00 ○

36 芝園幼稚園 月 ～ 金 7:30 ～ 19:00 ○

37 安行幼稚園 月 ～ 金 8:15 ～ 17:30 ○

38 新郷南幼稚園 月 ～ 土 7:00 ～ 18:00 ○

《令和４年４月１日現在》

曜日
開園時間

（預かり保育時間含む
最長時間）

働く保護者のみなさま

私立幼稚園という選択肢があります！

川口市の私立幼稚園（Ｐ５～Ｐ４０）では、「預かり保育」（通常保育前、通常保育後、長期

休暇等）を実施し、働く保護者のみなさまをサポートする体制を整えております。

詳細は各園にお問い合わせください。

～ 私立幼稚園では「預かり保育」を実施しています ～
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№ 園　名 郵便番号 住　所 電話番号 ページ

1 川口南幼稚園 332-0015 川口6-1-41 048-252-6460 P5

2 川口文化幼稚園 332-0016 幸町3-5-33 048-253-0331 P6

3 ゆりかご幼稚園 334-0003 坂下町3-17-20 048-281-3607 P7

4 松葉幼稚園 332-0004 領家2-14-11 048-222-3245 P8

5 西川口幼稚園 332-0021 西川口3-34-5 048-251-3076 P9

6 小鳩幼稚園 334-0063 東本郷1185 048-281-0329 P10

7 清月幼稚園 333-0866 芝5222 048-266-4760 P11

8 松原幼稚園 333-0834 安行領根岸2143-1 048-281-1245 P12

9 共生幼稚園 332-0023 飯塚2-9-4 048-252-4101 P13

10 川口アソカ幼稚園 332-0031 青木4-20-13 048-253-9489 P14

11 いずみ幼稚園 333-0855 芝西2-16-3 048-265-0106 P15

12 ふじみ幼稚園 333-0849 本前川２-１２-１５ 048-266-7823 P16

13 たちばな幼稚園 334-0004 辻705 048-283-2225 P17

14 翠ヶ丘幼稚園 334-0071 安行慈林880 048-284-4141 P18

15 青木錦生幼稚園 332-0032 中青木4-6-25 048-255-1158 P19

16 小桜幼稚園 333-0823 石神1340 048-294-3366 P20

17 北川口幼稚園 333-0835 道合1221 048-281-2333 P21

18 旭幼稚園 334-0065 前野宿50 048-281-5353 P22

19 みつわ幼稚園 334-0012 八幡木1-16-11 048-281-3062 P23

20 西光院マヤ幼稚園※ 333-0811 戸塚2-6-29 048-295-0136 掲載なし

21 川口しらぎく幼稚園 333-0855 芝西2-7-35 048-267-2901 P24

22 芝みずほ幼稚園 333-0857 小谷場199-1 048-265-0233 P25

23 きぞろ幼稚園 333-0831 木曽呂838 048-295-1016 P26

24 安行東光幼稚園 334-0057 安行原1625 048-296-1225 P27

25 川口あけぼの幼稚園 332-0011 元郷5-25-10 048-222-5242 P28

26 川口くるみ幼稚園 332-0006 末広3-9-19 048-222-3642 P29

27 川口さかえ幼稚園 333-0848 芝下3-21-31 048-265-7157 P30

28 赤芝幼稚園※ 333-0824 赤芝新田540-1 048-295-1802 掲載なし

29 ひのつめ幼稚園 333-0852 芝樋ノ爪2-8-25 048-265-5354 P31

30 しば幼稚園 333-0848 芝下1-2-26 048-265-7156 P32

31 川口幼稚園 333-0831 木曽呂1425 048-295-1195 P33

32 やはぎ幼稚園 334-0013 南鳩ヶ谷3-9-1 048-284-0162 P34

33 さと幼稚園 334-0005 里1155-5 048-284-6010 P35

34 東川口幼稚園 333-0802 戸塚東3-8-25 048-296-0280 P36

35 新郷松原幼稚園 334-0063 東本郷709-3 048-284-5675 P37

36 芝園幼稚園 333-0853 芝園町3-16-1 048-269-2221 P38

37 安行幼稚園 334-0058 安行領家1193 048-296-7747 P39

38 新郷南幼稚園 334-0076 本蓮3-2-15 048-282-3434 P40

№ 園　名 郵便番号 住　所 電話番号 ページ

認１ 川口ふたばこども園 333-0864 柳根町2-11 048-266-9439 P41

認２ みのりこども園 334-0002 鳩ヶ谷本町4-8-28 048-281-3514 P42

認３ 認定こども園清泉幼稚園 333-0842 前川1-6-19 048-266-3491 P43

※教育・保育給付認定１号（幼稚園部分）の情報のみ掲載しております。

№ 園　名 郵便番号 住　所 電話番号 ページ

公1 舟戸幼稚園 332-0013 舟戸町2-2 048-222-6188 P44

公２ 南平幼稚園 332-0003 東領家1-16-19 048-224-7890 P45

市内幼稚園等一覧
■私立幼稚園

■公立幼稚園

■認定こども園

※No.20 西光院マヤ幼稚園、 No.2８ 赤芝幼稚園については園の意向により掲載しておりません。
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園選びから入園までの流れ
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住所 川口市川口６－１－４１

ＴＥＬ 048-252-6460　　　

FAX 048-255-4859

URL

アクセス ≪最寄駅≫

費用 入園時費用 ※川口市在住の園児保護者には入園後、市より入園料の補助制度有

入園料

入園後費用（毎月の費用等） ※施設等利用給付認定を受けることで、保育料が一定額まで無償化されます。

保育料（月）

制服 定員（総定員　　　　名） 入園迄の手続き

保育時間 開園 9時00分 年長 3 クラス 見学会 6月～

閉園 14時00分 年中 3 クラス 願書配布 10月15日

長期休暇 夏季、冬季、春季休暇 年少 3 クラス 願書受付 11月1日

その他の休園日 土曜日・日曜日・祝日等 満３歳児 - クラス 入園面接

主な年間行事 入園許可

4月 制服教材販売 2月

5月 １日入園 2月

6月 23 名 入園式 4月

７月

8月 昼食 未就園児への取組み 有　・　無

9月 給食　週 4 回

10月

11月 お弁当　週 1 回

12月

1月 アレルギー対策

2月

3月 障害児受入れ

その他 父母会の活動

親の自主活動 特になし

預かり保育 有・無 除外日

時間 早朝保育

平日 有・無

土曜日 有・無

長期休暇 有・無

その他

入園時教材費　　　　　　　円

その他費用　　　　　　　円

給食費　(月)（ 3,600円） 　　　　　　　　　　　　　

その他　施設設備費、教材費等あり。

入園式

有　　　・　　　無

職員数（園長・主任教諭・教諭・職
員・補助職員等）

人間としての根っこを育てる教育

丈夫な身体・少しのことではくじけない忍耐力・物事への

集中力・行動力・感動する心・思いやりの心を育てる。

七夕　宿泊保育

↓遠足　園外保育

歯科　内科検診　親子遊び会　観劇会

一日の流れ

登園

作品展

毎月１回お誕生日会

↓

降園準備

お食事会

昼食

降園

夏期保育　夕涼み会

夏休み・冬休み・春休み等、長期休暇のお預かり別途有り。

交通安全指導　遠足

運動会　園外保育

14時00分～19時00分

クリスマス誕生会　お餅つき会　保育参観

豆まき　生活発表会　お別れ遠足

有　　　・　　　無　　　・　応相談

応相談

後援会活動・園行事の協力等

 (　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

7時00分～9時00分

卒業式　修了式 ↓

（曜日・内容等）
・ひよこ教室　毎週土曜日午前中
・ステップ教室　週１回午後（11月下旬～３月
まで）
両教室とも次年度入園対象年齢児の親子で
参加して頂くプレ教室です。

一斉保育

↓

↓

自由遊び

自由遊び

↓

1 川口南幼稚園
問合せ先　担当者名

代表者名

バス送迎の有無

川口駅から徒歩7分

園長　菊地　良美

設置者　新井　久美　　　園長　菊地　良美

創立年

http://k-minami.net

（7時00分）

（19時00分）

有　　　・　　　無

昭和１５年７月

入園選考料（手数料）　　　　　　　円

教育方針・教育目標・特色

制服代　　　　　　　円

年長（　90,000円　）　年中（　90,000円　）　年少（　100,000円　）　満３歳児（　　　　　　円　）

年長（　25,700円　）　年中（　25,700円　）　年少（　27,700円　）　満３歳児（　　　　　　円　）
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住所 川口市幸町3-5-33

ＴＥＬ 048-253-0331

FAX 048-257-4482

URL

アクセス ≪最寄駅≫

「体づくり、心づくり、人間づくり」　　「おおらか、さわやか、のびやかに」

「走って、歌って、作って、遊ぼう」

楽しい幼稚園。　豊かな人間性を育てる保育。保育園との連携（並木南保育所、川口西保育園）

費用 入園時費用 ※川口市在住の園児保護者には入園後、市より入園料の補助制度有

入園料

（年）　　設備費　2２,000円（年）　　　　冷暖房費　3,300円（年）

　

入園後費用（毎月の費用等） ※施設等利用給付認定を受けることで、保育料が一定額まで無償化されます。

保育料（月）

制服 定員（総定員200名） 入園迄の手続き

保育時間 開園 9時00分 年長 2 クラス 見学会 6月～10月（夏休み除く）

閉園 14時00分 年中 2 クラス 説明会 9月～10月

長期休暇 夏季、冬季、春季休暇 年少 2 クラス 願書配布 10月15日

その他の休園日 土曜日・日曜日・祝日等 満３歳児 願書受付 11月1日

主な年間行事 入園面接 １１月初旬

4月 入園許可 １１月初旬

5月 ９時 登園 制服教材販売 3月

6月 朝の会 15 名 １日入園 2～3月数回

７月 　　　 体操 入園式 4月

8月 ランニング 昼食 未就園児への取組み 有　・　無

9月 10時30分 保育 給食　週 3 回

10月 　　 外遊び

11月 その他 お弁当　週 2 回

12月 12時 昼食

1月 保育 アレルギー対策

2月 　 本の読み聞かせ 保護者、医師と相談。給食の材料対応

3月 紙芝居 障害児受入れ

外遊び 父母会の活動

14時 降園 親の自主活動

預かり保育 有・無 除外日

時間

平日 有・無

土曜日 有・無

長期休暇 有・無
（夏休みのみ）

その他 ※社会情勢や園の状況によって、お休みすることがあります。詳細は幼稚園にお問い合わせください。

親睦会

 (行事、臨時休園日、お盆休みなどの長期休暇中　)

8時00分～18時00分

8時00分～13時00分（変更する場合があります）。

お問い合わせください。

有　　　・　　　無　　　・　応相談

節分　豆撒き

音楽会　卒園式 保護者と面談、幼児と面接。

行事への協力、研修会、PTA大会への参加

日曜参観　観劇会

七夕　夏祭り

（曜日・内容等）
保護者との面談、見学・預かり保育
1歳からの保育、週1～2回運動会　芋掘り

文化祭

餅つき会　クリスマス

有　　　・　　　無

要相談

一日の流れ

入園式 登園
職員数（園長・主任教諭・教諭・職
員・補助職員等）春の遠足

年長（　27,000円　）　年中（　27,000円　）　年少（　27,000円　）　 満３歳児（  27,000円　）

給食費　5,160円（月）　飲み物込み バス代（利用者のみ）　4,500円（月）

(進級時に必要）　　　　教材費 11,000円 設備費　2２,000円（年）　　　　冷暖房費　3,300円（年）

その他費用　　　　　　　円 ※詳細はお問い合わせください。

バス送迎の有無 有　　　・　　　無

教育方針・教育目標・特色

年長（　100,000円　）　年中（　100,000円　）　年少（　100,000円　）　満３歳児（　100,000円　）

　　　　　　　　　　教材費 11,000円

その他　制服・学用品代等 ※詳細はお問い合わせください。

代表者名 理事長　浅沼良成

創立年 昭和２４年4月

川口駅東口から徒歩7分

市役所通り陸橋脇、アリオ隣

2
学校法人　文化学園

川口文化幼稚園 http://www.kawaguchibunka.jp/

問合せ先　担当者名　 園長　浅沼　泰子
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住所 川口市坂下町３－１７－２０

ＴＥＬ 048-281-3607

FAX 048-281-3602

URL http://www.s-yurikago.ed.jp

理事長　門平　忠正　　　園長　門平　珠海

昭和２８年４月

アクセス ≪最寄駅≫

川口市立鳩ヶ谷図書館から徒歩１分

費用 入園時費用 ※川口市在住の園児保護者には入園後、市より入園料の補助制度有

入園料

入園後費用（毎月の費用等）

保育料（月）

制服 定員（総定員200名） 入園迄の手続き

保育時間 開園 8時30分 年長 2 クラス 幼稚園見学 随時

閉園 17時00分 年中 2 クラス 願書配布 10月15日

長期休暇 夏休み、冬休み、春休み 年少 2 クラス 願書受付 11月1日

その他の休園日 土、日、祝日、県民の日、創立記念日 入園面接 なし

主な年間行事 入園許可 11月1日

4月 8：30 ～ 9：30 順次登園 制服教材販売 12月初旬

5月 9:50 クラス活動      入 園 式 4月上旬

6月 11:40 昼食

７月 12:30 自由あそび

8月 13:30 降園準備 昼食 未就園児への取組み 有　・　無

9月 14:00～14:30 降園 給食　週 5 回

10月 ～17:00 預かり保育

11月 お弁当　週 （１） 回

12月

1月 アレルギー対策

2月

3月 障害児受入れ

保護者会の活動

☆各学期末 逆上がり大会 親の自主活動 無

預かり保育 有・無 除外日

時間

平日 有・無

土曜日 有・無

長期休暇 有・無

その他

3
学校法人　門平学園

ゆりかご幼稚園
問合せ先　担当者名 門平　珠海

代表者名

創立年

SR鳩ヶ谷駅から徒歩１０分

バス送迎の有無 有　　　・　　　無

教育方針・教育目標・特色

　 満３歳児入園を推奨し、少人数制で目の行き届く指導を行なうとともに、異年齢保育も随所に取り入れ、幼小連携に配慮した保育を行なっています。

当園では、(演奏家来園)音楽鑑賞会、(劇団来園)観劇会、(埼玉県マスコット)コバトン来園お楽しみ会等、子ども達の心を開き感性を育む教育に力をそそいでいます。

　☆　昨今の国際的な変化を踏まえ、外国人のお子様も全園児の1割位在園し、園内には共に学び成長する環境を整えています。外国人のお子様もお気軽にご相談下さい。

満 3 歳児から一律100,000円  ※弟妹の入園、転園等各種減免制度有り。

入園選考料（手数料）　　　　　　　円 園服・体操着代　35,000円 入園時教材費　25,000円

その他費用　　　　　　　円 ※詳細はお問い合わせください。

※施設等利用給付認定を受けることで、保育料が一定額まで無償化されます。

年長（　27,200円　）　年中（　27,200円　）　年少（　27,200円　）　 満３歳児（　 27,200円　）

給食費　360円（１食） 冷暖房費　10,000円（年）

バス代  4,000円（往復/月）※片道は半額 教材費　　　　　　　円

その他費用　　　　　　　円 ※詳細はお問い合わせください。

有　　　・　　　無

※年少組は3歳児・満3歳児混合クラス

一日の流れ 　 教育効果の高いクラス編成です。

入園式　　

　　　　 職員　　  10名内科・歯科健康診断　身体測定

保育参観　ハンドベル教室 ※外国人の受け入れあり。

七夕祭り　音楽鑑賞会   コバトン来園 　 詳細はお問い合わせください。

夏季保育 (2週間)  夏祭り(1日)

外国文化ふれあい教室
・満３歳児入園を奨励しています。
・満３歳児の登園開始は毎月初日
となります。

秋の大運動会 （完全給食）

秋の遠足　観劇会　

クリスマス会  地球を大切にする行事 （お弁当でも可）

交通安全教室　防災訓練 有　　　・　　　無　　　・　応相談

豆まき　お遊戯会　縄跳び大会 　※詳細　　アレルギー給食有り、アレルギー児はお弁当持参可

ひな祭り　卒園と進級のお祝い会 要相談 ※お問合せ下さい。

 8時30分～17時00分
（夏休み・冬休み・春休み）

※詳細はお問い合わせください。

卒園式 有

 (　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

14時00分～17時00分
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住所 川口市領家２－１４－１１

ＴＥＬ 048-222-3245

FAX 048-222-3919

URL http://www.matuba.ac.jp/

昭和２９年３月

アクセス ≪バス停≫ ー循環」

・集団生活の中での多くの体験を通して興味・関心を広げ、意欲を育てる

・豊かな感性と情操をはぐくむ

・自然に恵まれた環境の中で健全な心身の発達を促す

費用 入園時費用 ※川口市在住の園児保護者には入園後、市より入園料の補助制度有

入園料

入園後費用（毎月の費用等） ※施設等利用給付認定を受けることで、保育料が一定額まで無償化されます。

保育料（月）

その他費用   　　　　　　絵本代　実費 ※詳細はお問い合わせください。

制服 定員（総定員　　　名） 入園迄の手続き

保育時間 開園 8時00分 年長 3 クラス 見学会・説明会 随時(要予約）

保育終了 14時00分 年中 3 クラス        願書配布 10月15日

長期休暇 夏季、冬季、春季休暇 年少 3 クラス        願書受付 11月1日

その他の休園日 満３歳児 クラス        入園面接 11月下旬

主な年間行事        入園許可

4月 順次登園              制服教材販売 １月下旬

5月 8:30 自由遊び         一日入園 2月下旬

6月 朝の体操 18 名     入園式 4月10日頃

７月 10:00 一斉保育

8月 クラス別保育 昼食 未就園児への取組み 有　・　無

9月 　　　給　食　　週 4　回

10月 12:00 昼食

11月 自由遊び     お弁当　　週 1　回

12月 13:30 降園準備

1月 アレルギー対策

2月 14:00 降園

3月 障害児受入れ

父母会の活動

親の自主活動

預かり保育 有・無 除外日

時間

平日 有・無

土曜日 有・無

長期休暇 有・無 7時30分～17時00分
（夏休み・冬休み・春休み）

※詳細はお問い合わせください。

    17:00     閉園 有

無

 (　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

14時00分～17時00分

お店やさんごっこ 有　　　・　　　無　　　・　応相談

劇・音楽発表会 ※詳細　　事前に申し出てください。

お別れ会 卒園式 修業式                   預かり保育 要相談（制限あり）

夏期保育・夏期おたのしみ会

秋の遠足 （曜日・内容等）
プレ保育「わかばクラス」があります。
ホームページをご覧ください。運動会 おみこしごっこ

文化祭（作品展）

音楽会 クリスマス会

一日の流れ

親子遠足
職員数（園長・主任教諭・教諭・職
員・補助職員等）プール遊び開始

親子観劇会

お泊り遠足（年長）

年長（　27,000円　）　年中（　27,000円　）　年少（　28,000円　）　 

給食費　350円（１食）　　　　　　　　冷暖房費　1,000円（月）　

施設設備費　5,000円  (月)　※通園バス利用料を含みます。

※バスを利用されない場合、月額 3,800円を減免します。

有　　　・　　　無

土曜日、日曜日、祝日、創立記念日（5/15）

年長（　70,000円　）　年中（　100,000円　）　年少（　100,000円　）　

制服・体操着代　約40,000円 保育用品代　約10,000円

創立年

川口駅東口より「エルザタワ

領家1丁目から徒歩５分

バス送迎の有無 有　　　・　　　無

教育方針・教育目標・特色

4
学校法人　松葉学園

松葉幼稚園
問合せ先　担当者名 -

代表者名 理事長　風間　富子　　　園長　風間　実弥子
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住所

ＴＥＬ 048-251-3076

FAX 048-254-1373

URL

理事長　稲岡　圭慈　　　園長　稲岡　圭慈

昭和２８年４月

アクセス ≪最寄駅≫

体育・徳育・知育　三位一体教育

仏教教育　明るく　正しく　仲良く

費用 入園時費用 ※川口市在住の園児保護者には入園後、市より入園料の補助制度有

入園料

入園後費用（毎月の費用等） ※施設等利用給付認定を受けることで、保育料が一定額まで無償化されます。

保育料（月）

制服 定員（総定員　　　名） 入園迄の手続き

保育時間 開園 8時00分 年長 3 クラス 見学会・説明会 6月～

閉園 14時00分 年中 3 クラス 願書配布 10月15日

長期休暇 夏季、冬季、春季休暇 年少 3 クラス 願書受付 11月1日

その他の休園日 満３歳児 クラス 入園面接 10月下旬

主な年間行事 入園許可 11月1日

4月 制服教材販売 11月中旬

5月 １日入園 2月中旬

6月 29 名 入園式 4月上旬

７月

8月 昼食 未就園児への取組み 有　・　無

9月 給食　週 5 回

10月

11月 お弁当　週 0 回

12月

1月 アレルギー対策

2月

3月 障害児受入れ

父母会の活動

親の自主活動 無

預かり保育 有・無 除外日

時間 料金

平日 有・無

土曜日 有・無

長期休暇 有・無

その他

5
学校法人　安養学園

川口市西川口３－３４－５

西川口幼稚園 http://www.nishikawaguchi-youchien.jp
問合せ先　担当者名 主任　加藤　未来

代表者名

創立年

西川口駅西口徒歩１０分

京浜東北線　西川口駅

バス送迎の有無 有　　　・　　　無

教育方針・教育目標・特色

年長（　100,000円　）　年中（　100,000円　）　年少（　100,000円　）　満３歳児（　　　　　　円　）

入園選考料（手数料）　　　　　　　円 制服代　　30,000円 入園時教材費　　30,000円

その他費用　　23,000円 ※詳細はお問い合わせください。

年長（　29,000円　）　年中（　29,000円　）　年少（　30,000円　）　 満３歳児（　 　　　　　円　）

給食費　4,500円（月） 冷暖房費 4,000円(年)

バス代（利用者のみ）　4,000円（月） 教材費　　30,000円(年)

その他費用　　8,000円(年) ※詳細はお問い合わせください。

有　　　・　　　無

創立記念日

一日の流れ

入園式 8：30～10:00
職員数（園長・主任教諭・教諭・職
員・補助職員等）花まつり 体育ローテーション

遠足 10:00～

魂まつり・サマーコンサート 日課活動

年長林間保育 課題活動

いきいき楽しい日 12:00 （曜日・内容等）
週２日、２歳児教室有り

運動会 給食

園児作品展 12:30～13:30

成道会（おゆうぎ会） 自由遊び

　 14:00 有　　　・　　　無　　　・　応相談

音楽会 降園

遠足・卒園式 有（相談面接）

有

※詳細はお問い合わせください。

 (　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

14時00分～18時00分 250円/1時間

8時00分～16時00分 300円/1時間
（夏休み・冬休み・春休み）

イトーヨーカドー
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住所 川口市東本郷１１８５

ＴＥＬ 048-281-0329・048-299-6067

FAX 048-281-0329

URL http://www.kobato-kinder.ed.jp

創立年 昭和３０年４月

新郷農協から徒歩３分

教育目標：じょうぶな体・やさしい心・ゆたかな知性

課題保育と自由あそびの充実を目指しております。毎日体育ローテーション、

日課活動を保育の中で実践しています。希望者は平日毎日課外教室英語を行っております。

費用 入園時費用 ※川口市在住の園児保護者には入園後、市より入園料の補助制度有

入園料

入園後費用（毎月の費用等） ※施設等利用給付認定を受けることで、保育料が一定額まで無償化されます。

保育料（月）

制服 定員（総定員２８０名） 入園迄の手続き

保育時間 開園 8時30分 年長 クラス 幼稚園説明会 10月6日

閉園 14時00分 年中 クラス 願書配布 10月15日

長期休暇 夏季、冬季、春季休暇 年少 クラス 願書受付 11月1日

その他の休園日 満３歳児 クラス 入園面接 11月1日

主な年間行事 入園許可 11月1日

4月 8：30～ 登園 制服教材販売 2月後半

5月 9:20～ 自由あそび １日入園 4月４日頃

6月 10:00～ 体育ﾛｰﾃｰｼｮﾝ 入園式 4月10日予定

７月 朝の会

8月 10:25～ 日課活動 昼食 未就園児への取組み 有　・　無

9月 クラス別活動 給食　週 5 回

10月 11:50～ 給食

11月 12:50～ 戸外あそび

12月 おはなしなど

1月 14:00～ 降園 アレルギー対策

2月

3月 障害児受入れ

父母会の活動

親の自主活動 ほとんどなし

預かり保育 有・無 除外日

時間 早朝保育

平日 有・無

土曜日 有・無

長期休暇 有・無

その他

6
学校法人　木浦学園

小鳩幼稚園
問合せ先　担当者名 副園長　小野　道子

代表者名 理事長・園長　丸山　昭子　　　　

アクセス ≪バス停≫
川口駅より「峯八幡宮行き」

バス送迎の有無 有　　　・　　　無

教育方針・教育目標・特色

年長（　90,000円　）　年中（　90,000円　）　年少（　95,000円　）　満３歳児（  100,000円　）

入園選考料（手数料）　　　　　　　円 制服代　約25,000円 入園時教材費　0円

その他費用　0円 ※詳細はお問い合わせください。

年長（　25,７00円　）　年中（　25,７00円　）　年少（　26,500円　）　 満３歳児（　 26,500円　）

給食費　350円（１食） 冷暖房費　4,500円（年）

バス代（利用者のみ）　3,500円（月） その他費用　　　　　　　円

※詳細はお問い合わせください。

有　　　・　　　無

土曜日・日曜日・祝日

一日の流れ

入園式　内科検診　給食参観
職員数（園長・副園長・主任教諭・
教諭・職員・臨時職員等）自由参観　引取り訓練　

土曜参観　じゃがいもほり ※詳細はお問い合わせください。

七夕まつり　お泊り保育

夏季保育

（曜日・内容等）
ホームページにて公開
ピララの仲間（火～金）運動会　敬老会　願書配布

願書受付　園外保育　マラソン大会

だいこんほり　発表会

交通安全指導　英語参観 有　　　・　　　無　　　・　応相談

節分　お別れ遠足 ※詳細　　卵・卵白・小麦粉・魚介類等 アレルギー除去食有り

お楽しみ参観　卒園式 応相談

 8時30分～17時
（夏休み・冬休み・春休み）

※料金についてはお問い合わせください。

ほとんどなし

 (　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

14時～17時 8時～8時30分
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住所 川口市芝５２２２

ＴＥＬ 048-266-4760

FAX 048-266-1211

URL

創立年 昭和３０年９月

アクセス ≪最寄駅≫

費用 入園時費用 ※川口市在住の園児保護者には入園後、市より入園料の補助制度有

入園料

入園後費用（毎月の費用等） ※施設等利用給付認定を受けることで、保育料が一定額まで無償化されます。

保育料（月）

制服 定員（総定員　70　　名） 入園迄の手続き

保育時間 開園 9時00分 年長 1 クラス 見学会・説明会 常時見学可

閉園 14時30分 年中 1 クラス 願書配布 10月15日

長期休暇 夏季、冬季、春季休暇 年少 1 クラス 願書受付 11月1日

その他の休園日 満３歳児 クラス 入園面接 11月1日

主な年間行事 入園許可 面接日

4月 9:00 登園 制服教材販売 11月18日

5月 9:30 朝の活動・主題 １日入園

6月 10:45 外遊び 6 名 入園式 4月11日

７月 12:00 昼食・外遊び

8月 13:00 主題の続き 昼食 未就園児への取組み 有　・　無

9月 外遊び 給食　週 4 回

10月 14:00 帰りの活動

11月 14:30 下園 お弁当　週 1 回

12月

1月 アレルギー対策

2月

3月 障害児受入れ

父母会の活動

親の自主活動

預かり保育 有・無 除外日

時間 料金 早朝保育

平日 有・無 500円

土曜日 有・無

長期休暇 有・無

その他

7
学校法人　清月学園

清月幼稚園 http://seigetsu.ed.jp

問合せ先　担当者名 園長　松波　良晃

代表者名 理事長・園長　松波　良晃

蕨駅から徒歩１５分

バス送迎の有無 有　　　・　　　無

教育方針・教育目標・特色

佛教精神（生命尊重等）を根底とした教育、少人数保育で丁寧で質の高い教育

また外遊びを中心としたプログラムの中で基本的生活習慣を身につけ、

感性や様々なバランス感覚を育てる。

年長（　90,000円　）　年中（　90,000円　）　年少（　90,000円　）　満３歳児（90,000円　）

入園選考料（手数料）　　　　　　　円 制服代　約18,000円 入園時教材費　約5,500円

その他費用　　　　　　　円 ※詳細はお問い合わせください。

年長（　26,000円　）　年中（　26,000円　）　年少（　26,000円　）　 満３歳児（26,000円　）

給食費　280円（１食） 冷暖房費　9,000円（年）

バス代（利用者のみ）　　　　　　　円 教材費　5,500円（年）

その他費用、後援費3,300円（年） ※詳細はお問い合わせください。

有　　　・　　　無

土曜日・日曜日・祝日・開園記念日

一日の流れ

入園式
職員数（園長・副園長・主任教諭・
教諭・職員・臨時職員等）花祭り　春の遠足

プール開き

※理事長・事務員含む

盆踊り

（曜日・内容等）　　　　　　　　　　※無料
　「アップルキッズ」という未就園児クラスを５
月～１１月まで月１回、水曜日の午後、当園
にて行っています。
１時間の中で当園教諭と一緒に歌・踊り・工
作などをします。

運動会　秋の遠足

観劇会　仮装パーティー

劇発表会　おもちつき

有　　　・　　　無　　　・　応相談

豆まき 　　※詳細　　給食をお弁当に変更など

お別れパーティー　卒園式 その時の状況により判断

（夏休み・冬休み・春休み）

　　※詳細はお問い合わせください

４役を中心に３大行事のお手伝い

 (　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

14時30分～17時00分 8時40分～9時00分　150円
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住所 川口市安行領根岸２１４３－１

ＴＥＬ 048-281-1245

FAX 048-446-6400

URL http://www.matsubara.ed.jp/

創立年 昭和３２年３月

アクセス ≪最寄駅≫

≪バス停≫

費用 入園時費用 ※川口市在住の園児保護者には入園後、市より入園料の補助制度有

入園料

入園後費用（毎月の費用等） ※施設等利用給付認定を受けることで、保育料が一定額まで無償化されます。

保育料（月）

制服 定員（総定員 420名） 入園迄の手続き

保育時間 開園 10時00分 年長 4 クラス 見学会・説明会 HPにて公開

閉園 14時00分 年中 4 クラス 願書配布 10月17日

長期休暇 夏季、冬季、春季休暇 年少 4 クラス 願書受付 11月1日

その他の休園日 満３歳児 クラス 入園許可 11月1日

主な年間行事 制服教材申し込み 11月上旬

4月 入園面接 12月下旬

5月 １日入園 2月下旬

6月 35 名 入園式 別途案内

７月

昼食 未就園児への取組み 有　・　無

8月 給食　週 4 回

9月

10月 お弁当　週 1 回

11月

12月 アレルギー対策

1月

2月 障害児受入れ

3月 父母会の活動

 親の自主活動 特になし

預かり保育 有・無 除外日

時間 早朝保育

平日 有・無

土曜日 有・無

長期休暇 有・無

その他

保育終了時～19時00分

夜間保育（年長のみ）

クリスマス会　お餅つき会

健康診断　土曜参観　田植え　防犯教室

バザー　消防車見学　大根の収穫

夏期保育　

大根の種まき　稲刈り

運動会　交通安全指導　秋の遠足

自由遊び

応相談

焼き芋パーティー

お別れ遠足　お別れ会　修了証書授与式

音楽会　豆まき　

HPにて公開 行事の手伝い

 (お盆休み（前後3日間）、お正月休み（12月29日～1月3日）、園行事、園行事に係る代休日、県民の日、創立記念日)

7時30分～9時00分

（夏休み・冬休み・春休み）

※詳細はお問い合わせください。

7時30分～19時00分

↓

降園

自由遊び

昼食

↓

有　　　・　　　無　　　・　応相談

↓

職員数（園長・主任教諭・教諭・職
員・臨時職員等）

教育方針・教育目標・特色

バス送迎の有無

年長（　25,700円　）　年中（　25,700円　）　年少（　25,700円　）　 満３歳児（　 27,000円　）

冷暖房費　　　　　　　円

（曜日・内容等）
火曜日・水曜日・木曜日・金曜日/コース
時間等ＨＰにて公開

入園式　引き取り避難訓練

↓

活動

サマーフェスティバル　七夕　すいか割り

その他費用　　　　　　　円

土曜日・日曜日・祝日・創立記念日（3/3）

有　　　・　　　無

一日の流れ

登園

バス代（利用者のみ）　　　　　　　円 教材費　　　　　　　円

8

問合せ先　担当者名

代表者名

学校法人　小沢学園

松原幼稚園
事務長　小澤　扶美

理事長　小澤　隆治　　　園長　糸井　由美子

↓たけのこ堀り　総会　春の遠足　個人面談

有　　　・　　　無

入園選考料（手数料）　　　　　　　円 制服代　　　　　　　円

その他費用　　　　　　　円

※詳細はお問い合わせください。

※詳細はお問い合わせください。

給食費　　　　　　　円

年長（　90,000円　）　年中（　90,000円　）　年少（　90,000円　）　満３歳児（　90,000円　）

入園時教材費　　　　　　　円

ＪＲ京浜東北線（川口駅）より国際興業バス　

グリーンセンター経由　川口駅東口バス乗り場（内谷田バス停下車３分）

※兄弟・姉妹の同時入園の場合減免あり

『子どもの発達のために遊びがどれだけ重要か、自我が生まれるのは遊びの中である。』（R.シュタイナー）優れた遊びと
は、知識を教え込むことではなく、子どもたち自身が知識を欲するような動機と好奇心を刺激することだと私たちは考えて
います。私たちの最も重要な仕事は、自発的に欲求とやる気が湧いてくるような、ワクワクする環境作りです。その様々な
環境の中で、一年中変化し続ける自然に勝る場所はありません。幼児期は人間の人格形成を大きく左右するほどの大
事な時です。この時期に子どもをしっかりと見つめ、豊かに伸びる可能性を援助します。 ●イオンモール川口
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住所 川口市飯塚２－９－４

ＴＥＬ 048-252-4101

FAX

URL http://kyousei.ac.jp

創立年 昭和３８年４月

アクセス ≪最寄駅≫

「明るく」「正しく」「仲良く」を保育信条としています。

健やかな身体と素直な心と共に生活する。

また、次世代を担う子どもとして共に生きる たくましさのある園児教育に心がけています。

費用 入園時費用 ※川口市在住の園児保護者には入園後、市より入園料の補助制度有

入園料

入園後費用（毎月の費用等） ※施設等利用給付認定を受けることで、保育料が一定額まで無償化されます。

保育料（月）

制服 定員（総定員　　　名） 入園迄の手続き

保育時間 開園 8時30分 年長 3 クラス 願書配布 10月15日

閉園 14時00分 年中 3 クラス 願書受付 11月1日

長期休暇 夏季、冬季、春季休暇 年少 3 クラス 入園許可 11月1日

その他の休園日 満３歳児 クラス 面談採寸 11月下旬予定

主な年間行事 制服教材販売 2月上旬予定

4月 職員数 １日入園 3月上旬

5月 園長・主任教諭・ 入園式 4月上旬

6月 教諭・その他職員

７月 9:40

8月 保育 昼食 未就園児への取組み 有　・　無

9月 給食　週 5 回

10月 給食

11月 お弁当　週 0 回

12月 保育

1月 14:00 アレルギー対策

2月 降園

3月 障害児受入れ

父母会の活動 有

親の自主活動

預かり保育

9
学校法人　共生学園

共生幼稚園
問合せ先　担当者名

代表者名 園長　　田口　順一

川口駅西口から５分

バス送迎の有無 有　　　・　　　無

教育方針・教育目標・特色

年長（　110,000円　）　年中（　110,000円　）　年少（　110,000円　）　満３歳児（　　　　　　円　）

入園選考料（手数料）　　　　　　　円 制服代　　　　　　　円 入園時教材費　　　　　　　円

その他費用　　　　　　　円 ※詳細はお問い合わせください。

年長（　25,700円　）　年中（　25,700円　）　年少（　26,000円　）　 満３歳児（　 　　　　　円　）

給食費　4,500円（月） 冷暖房費　5,000円（年）

バス代（利用者のみ）　3,500円（月） 教材費　　　　　　　円

その他費用　　　　　　　円 ※詳細はお問い合わせください。

有　　　・　　　無

土曜日・日曜日・祝日

一日の流れ

入園式

お花祭り　遠足 8：30～9：30
20 名

健康診断（内科・歯科） 登園・外遊び

みたま祭り

夏休み　夏期保育

11：45～12：50 （曜日・内容等）
詳細についてはお問い合わせくだざい

運動会　遠足

マラソン大会 12：50～14：00

お遊戯会　もちつき大会

※詳細についてはお問い合わせください。

作品展 有　　　・　　　無　　　・　応相談

音楽フェスティバルお別れ遠足（年長）

卒園式
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住所 川口市青木４－２０－１３

ＴＥＬ 048-253-9489

FAX 048-253-8487

URL http://kawaguchi-asoka.com/

創立年 昭和39年2月　　

有　　　・　　　無

教育方針・教育目標・特色

幼児に適した環境のもと、 心身の発達を 助長させる事を目的としています。

費用 入園時費用 ※川口市在住の園児保護者には入園後、市より入園料の補助制度有

入園料

入園後費用（毎月の費用等） ※施設等利用給付認定を受けることで、保育料が一定額まで無償化されます。

保育料（月）

制服 定員（総定員　　　名） 入園迄の手続き

保育時間 開園 8時30分 年長 2 クラス 見学会・説明会 随時

閉園 14時00分 年中 2 クラス 願書配布 10月15日

長期休暇 夏季、冬季、春季休暇 年少 2 クラス 願書受付 11月1日

その他の休園日 満３歳児 1 クラス 入園面接 11月初旬

主な年間行事 入園許可 面接後

4月 8：30～9：00 順次登園 制服教材販売 2月初旬

5月 自由遊び １日入園 3月初旬

6月 10:00～ 一斉活動 15 名程度 入園式 4月10日前後

７月 夏まつり　七夕　花火教室

8月 お泊まり保育（年長）　夏期保育 昼食 未就園児への取組み 有　・　無

9月 遠足（観光バスにて） 11：30頃 昼食 給食　週 4～5 回 （曜日・内容等）

10月 運動会

11月 音楽会 13：00～ 自由遊び お弁当　月 2 回程度

12月 成道会　

1月 14：00 降園 アレルギー対策

2月 節分　ねはん会　お遊戯会

3月 お別れ会　卒園式 障害児受入れ

父母会の活動

親の自主活動

預かり保育 有・無 除外日

平日 有・無

土曜日 有・無

長期休暇 有・無

その他

※夏休みの一部のみ有

※HP・Instagram・Facebook・Twitterをご覧ください。

有

アクセス ≪バス停≫
川口駅東口　蕨駅西口行「青木中学校入口」下車

西川口駅東口　朝日５丁目循環「ｵｰﾄﾚｰｽ場前」下車

職員数（園長・主任教諭・教諭・職
員・補助職員等）

 (　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

有　　　・　　　無　　　・　応相談

花まつり　園外保育

歯科・内科検診　保育参観　

その他費用　　　　　　　円 ※詳細はお問い合わせください。

有　　　・　　　無

土曜日・日曜日・祝日・園長が適当と認めた日

一日の流れ

入園式　始業式

その他費用　　　　　　　円 ※詳細はお問い合わせください。

年長（　26,000円　）　年中（　26,000円　）　年少（　26,000円　）　 満３歳児（　 26.000円　）

給食費　　　　　　　円 冷暖房費　　　　　　　円

バス代（利用者のみ）　3,500円 教材費　　　　　　　円

代表者名 理事長　野上　泰夫　　　園長　野上　雄二　　

バス送迎の有無

年長（　90,000円　）　年中（　90,000円　）　年少（　90,000円　）　満３歳児（  90.000円　）

入園選考料（手数料）　　　　　　　円 制服代　　　　　　　円 入園時教材費　　　　　　　円

仏教保育をもとに、集団生活の中で明るくのびのび遊び、感謝の気持ちを忘れない

心のゆたかな 子供になるよう、これからのグローバル化社会に向けた指導を視野に入れ、

英語・音楽

体操・制作等

＊わんぱくクラブ（２才児）

＊にこにこクラブ（0～3才児）

詳しくはホームページをご覧下さい。

10
学校法人　願生学園

川口アソカ幼稚園
問合せ先　担当者名 主任　三次
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住所 川口市芝西２－１６－３

ＴＥＬ 048-265-0106

FAX 048-265-0210

URL

小泉　みどり

創立年 昭和３９年２月

アクセス ≪バス停≫

費用 入園時費用 ※川口市在住の園児保護者には入園後、市より入園料の補助制度有

入園料

入園後費用（毎月の費用等） ※施設等利用給付認定を受けることで、保育料が一定額まで無償化されます。

保育料（月）

制服 定員（総定員 320名） 入園迄の手続き

保育時間 開園 8時45分 年長 4 クラス 見学会・説明会 随時

閉園 14時25分 年中 4 クラス 願書配布 10月15日

長期休暇 夏季、冬季、春季休暇 年少 4 クラス 願書受付 11月1日

その他の休園日 満３歳児 クラス 入園面接 11月5日

主な年間行事 入園許可 11月5日

4月 9:00 登園 １日入園 1月21日

5月 自由遊び 制服教材販売 2月15日

6月 10:00 朝の挨拶 入園説明会 4月1日

７月 入園式 4月11日

8月 11:45 昼食準備 昼食 未就園児への取組み 有　・　無

9月 給食　週 5 回

10月 12:30 かたづけ お弁当　週 0 回

11月

12月

1月 13:30 降園準備 アレルギー対策

2月

3月 13:45 降園開始 障害児受入れ

14:25 降園終了 父母会の活動

親の自主活動 特になし

預かり保育 有・無 除外日

時間 料金

平日 有・無

土曜日 有・無

長期休暇 有・無

その他

芝西小学校からすぐ

バス送迎の有無 有　　　・　　　無

教育方針・教育目標・特色

11
学校法人　いずみ学園

いずみ幼稚園
問合せ先　担当者名

代表者名

施設維持費　　2,200円 ※詳細はお問い合わせください。

年長（　90,000円　）　年中（　90,000円　）　年少（　100,000円　）　満３歳児（　　　　　　円　）

入園選考料（手数料）　0円 制服代　　　　　　　円 入園時教材費　　　　　　　円

その他費用　　　　　　　円 ※詳細はお問い合わせください。

夏休み　夏季保育

身体測定　移動動物園

有　　　・　　　無

一日の流れ

入園式　対面式　身体測定

年長（　27,700円　）　年中（　27,700円　）　年少（　28,700円　）　 満３歳児（　 　　　　　円　）

給食費　4,400円 冷暖房費  500円

バス維持費（利用者のみ）　3,300円 教材費　　　　　　　円

（曜日・内容等）
親子教室（おひさまクラブ）

 または の４クラス　入会金2,000円
月3,000円

   9:45 ～ ，11:00～ 　2回
   9:45 ～ ，11:00 ～　2回

運動会　園外保育

大根掘り　保育参観

お遊戯会　お餅つき　クリスマス会

楽しい昼食

午後の活動 行事・年度末に有

自由遊び

身体測定　保育参観 有　　　・　　　無　　　・　応相談

豆まき　水上運動会(長)

お別れ会　卒園式 集団生活可能な者

園行事の協力

お帰りの会

※詳細はお問い合わせください。

幼稚園の保育の無い日　　※詳細はお問い合わせください。

14時00分～18時00分 800円　　月極11,000円

 8時00分～18時00分
（夏休み・冬休み・春休み）

早朝保育

8時00分～　　200円　　月極 3,000円

1,500円　　月極　－　円

http://www.izumi-kids.com

理事長　小泉　清太郎　　　園長　小泉　安太郎　　

　　「健康で心豊かな逞しい子ども」に育てる為に、幼児期に必要な経験や
　　活動を通して、心身共に調和のとれた発達を図ることを教育方針としている。
　　年間を通して温水プールでの水泳指導、体操指導、英語あそび、文字あそびや、
　　観察農園での収穫など、本園独自のカリキュラムをもっている。

土曜日・日曜日・祝日・開園記念日・県民の日

職員数　46名

○理事長・園長・教頭・主事教諭19名
計23名
○臨時教諭4名・講師（体操2名・プー
ル3名・英語4名・音楽1名）計14名
○事務他　9名

いろいろな日課活動

地震避難訓練 内科歯科検診 遠足

親子ふれあい参観　観劇会

夏祭り お泊り保育(長) じゃが芋掘り
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住所 川口市本前川２-１２-１５

ＴＥＬ 048-266-7823

FAX 048-265-4377

URL httpｓ://www.fjm.ac.jp/

園長　池田　彰治

創立年 昭和３９年２月

アクセス ≪バス停≫

≪最寄駅≫ 蕨駅・東浦和駅

費用 入園時費用 ※川口市在住の園児保護者には入園後、市より入園料の補助制度有

入園料

入園後費用（毎月の費用等） ※施設等利用給付認定を受けることで、保育料が一定額まで無償化されます。

保育料（月）

制服 定員（総定員　　　名） 入園迄の手続き

保育時間 開園 8時30分 年長 3 クラス 入園体験・説明会 6月9月10月各1回

閉園 年中 3 クラス

長期休暇 年少 3 クラス

その他の休園日 満３歳児 1 クラス 願書配布 10月15日

主な年間行事 願書受付 11月1日

4月 入園面接 11月

5月 8:30 順次登園 制服教材販売 1月

6月 自由あそび 園長・教諭・事務 20 名 一日入園 3月

７月 10:00 朝の挨拶 臨時教員 18 名 入園式 4月7日予定

8月 活動 昼食 未就園児への取組み 有　・　無

9月 給食　週 4 回

10月 12:00 給食

11月 お弁当　週 1 回

12月 13:00 自由遊び

1月 アレルギー対策

2月
14:00

（14：30）
降園

3月 障害児受入れ

父母会の活動

親の自主活動 保育の参加（保育観察）

預かり保育 有・無 除外日

時間 早朝保育　

平日 有・無

土曜日 有・無

長期休暇 有・無

その他

12
学校法人 富士美学園

ふじみ幼稚園
問合せ先　担当者名

代表者名 園長　池田　彰治　　

前川小学校から徒歩１分

バス送迎の有無 有　　　・　　　無

教育方針・教育目標・特色

　本園では、「明るく」「つよく」「正しく」「こころゆたかに」を園訓として保育をしていますが、
その保育の柱を四季の行事、音楽教育、自由遊びの三つにおいています。日本の四季を伝える
伝統行事や、成長の成果を見せる運動会などの行事がひとつ、音感を育てるだけではなく様々な
波及効果のある教育・リード合奏がふたつめ、そして多くの異年齢交流を通して様々な遊びの中で
育ち合う「ふれあい大作戦」です。毎日みんなが、ふれあって、じゆうに遊び、みんなイキイキの
ふじみようちえんです。

年長（　90,000円　）　年中（　90,000円　）　年少（　90,000円　）　満３歳児（　90,000円　）

入園選考料（手数料）　　　　　　　円 制服代　　　　　　　円 入園時教材費　　　　　　　円

その他費用　　　　　　　円 ※詳細はお問い合わせください。

年長（　26,000円　）　年中（　26,000円　）　年少（　28,000円　）　 満３歳児（　28,000円　）

給食費　　　　　　　円 冷暖房費　　　　　　　円

バス代（利用者のみ）　　　　　　　円 教材費　　　　　　　円

その他費用　　　　　　　円 ※詳細はお問い合わせください。

有　　　・　　　無

　　14時00分 　または　14時30分

夏季、冬季、春季休暇

土曜日・日曜日・祝日・開園記念日（2/10）・県民の日

一日の流れ

入園式　クラス懇談会
職員数

春の遠足

健康診断（内科・歯科・検尿）

日曜参観　盆踊り

夏期保育

避難訓練　保育参観　交通安全指導 （曜日・内容等）
2歳児　タドラークラブ　週1回、月3,000円～
1歳児　にこちゃんくらぶ
0歳児　てんとうむしくらぶ
　　　　　ベビーダンス
　　　　　ベビーマッサージ

運動会　芋掘り

日曜参観　ふじみギャラリー

おもちつき　クリスマス会

遊戯会 有　　　・　　　無　　　・　応相談

日曜参観

お別れ遠足　卒園式 お問い合わせください

あおぞらくらぶ（行事のお手伝い）

※詳細はお問い合わせください。

お盆【８月１３日～８月１６日】・年末年始【１２月２８日～１月３日】・開園記念日【2月10日】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

入園式・卒園式　

保育終了後～19時００分 7時30分～8時30分

7時30分～19時00分
（夏休み・冬休み・春休み）

参加費

1回

100円
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昭和３９年２月

アクセス ≪最寄駅≫

≪バス停≫

教育方針・教育目標・特色

・ ｢慈悲のこころ｣を育てる。　"明るく、　楽しく、　元気よく"

・ 個性を尊重し、思いやるこころを育む教育をしています。

特色

費用 入園時費用 ※川口市在住の園児保護者には入園後、市より入園料の補助制度有

入園料

入園後費用（毎月の費用等） ※施設等利用給付認定を受けることで、保育料が一定額まで無償化されます。

保育料（月）

制服 定員（総定員　200名） 入園迄の手続き

保育時間 開園 8時45分 年長 2 クラス 見学会・説明会 随時（要予約）

閉園 14時00分 年中 2 クラス 願書配布 10月15日

長期休暇 夏季、冬季、春季休暇 年少 2 クラス 願書受付 11月1日

その他の休園日 満３歳児 クラス 入園面接 11月初旬

主な年間行事 入園許可 11月1日

4月 制服教材販売 2月下旬

5月 8:45 登園 保護者説明会 4月上旬

6月 入園式 4月

７月 9:30 朝礼 計 22名

8月 活動 昼食 未就園児への取組み 有　・　無

9月 体育・絵画 給食　週 4 回

10月

11月 英会話　等 お弁当　週 1 回

12月

1月 昼食 アレルギー対策

2月 自由遊び

3月 障害児受入れ

14:00 降園 父母会の活動

親の自主活動

預かり保育 有・無 除外日

時間 料金

平日 有・無

土曜日 有・無

長期休暇 有・無

その他

https://tachibanayouchien.com/

創立年

13
学校法人　常住寺学園

住所

ＴＥＬ 048-283-2225

たちばな幼稚園 FAX 048-281-8184
URL

川口市辻705

ＳＲ鳩ヶ谷駅から徒歩約１５分

西川口駅から約10分　南７丁目　たちばな幼稚園前　下車

バス送迎の有無 有　　　・　　　無

問合せ先　担当者名 主任　遠藤

代表者名 理事長・園長　濱田　文護　　

専門講師（体育・絵画・音楽・英会話）による直接指導を常時行っています。

年長（　50,000円　）　年中（　70,000円　）　年少（　90,000円　）　満３歳児（　90,000円　）

入園選考料（手数料）　0円 制服代（用品代）　　　　　　　円 入園時教材費　　　　　　　円

その他費用　　　　　　　円 ※詳細はお問い合わせください。

年長（　27,000円　）　年中（　27,000円　）　年少（　29,000円　）　 満３歳児（　29,000円　）

給食費　　　　　　　円 冷暖房費　　　　　　　円

バス代（利用者のみ）　4,000円（月） 教材費　　　　　　　円

卒園文集代(年長のみ）　1,000円（月） 保護者の会費　700円(月）

※詳細はお問い合わせください。

有　　　・　　　無

日曜日・祝日・土曜日（行事等、登園日あり）

一日の流れ

入園式　園外保育 職員数（園長・副園長・主任教諭・
教諭・職員・臨時職員等）17名

花祭り参観

保育参観　健康診断 ※他に専門講師　　　5名

プール参観　お泊まり保育

夏期保育

始業式 （曜日・内容等）
月曜・火曜・水曜・金曜
週1回コース　 72,600円（年額、8月除）
週2回コース　105,600円（年額、8月除）

運動会　遠足 鍵盤ハーモニカ

願書受付　御会式

14時00分～17時30分 100円/30分 7時45分～8時45分　100円/30分

発表会　もちつき

始業式 有　　　・　　　無　　　・　応相談

せつぶん

お別れ会　お楽しみ会 （応相談）

7時45分～17時30分 100円/30分　長時間割引あり
（夏休み・冬休み・春休み）

※詳細はお問い合わせください。

ひな祭り　卒園式 （保護者の会）有　　園行事に協力

 (年末年始・お盆休み・園行事日等)

早朝保育
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住所 川口市安行慈林８８０

ＴＥＬ 048-284-4141

FAX 048-284-4143

URL

創立年 昭和３９年４月

アクセス ≪バス停≫

費用 入園時費用 ※川口市在住の園児保護者には入園後、市より入園料の補助制度有

入園料

入園後費用（毎月の費用等） ※施設等利用給付認定を受けることで、保育料が一定額まで無償化されます。

保育料（月）

制服 定員（総定員　　　名） 入園迄の手続き

保育時間 開園 8時30分 年長 3 クラス 見学会 9月

閉園 14時00分 年中 3 クラス 説明会 10月

長期休暇 夏季、冬季、春季休暇 年少 3 クラス 願書配布 10月15日

その他の休園日 満３歳児 クラス 願書受付 11月1日

主な年間行事 入園許可 11月

4月 制服教材販売 1月下旬

5月 1日入園 2月下旬

6月 26 名 入園式 4月

７月

8月 昼食 未就園児への取組み 有　・　無

9月 給食　週 4 回

10月

お弁当　週 1 回

11月

12月 アレルギー対策

1月 障害児受入れ

2月 父母会の活動

3月 親の自主活動 無

預かり保育 有・無 除外日

時間 料金

平日 有・無 800円

土曜日 有・無

長期休暇 有・無

その他

（夏休み・冬休み・春休み）

※詳細はお問い合わせください。

ひなまつり　お別れ遠足　卒園式　終業式 降園

 (　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

14時00分～18時00分

 8時30分～18時00分

始業式　おもちゃ作り 戸外（室内）遊び 応相談

豆まき　お店やさんごっこ　調理実習 ↓ 各行事の援助

生活発表会・クリスマス会 昼食 有　　　・　　　無　　　・　応相談

もちつき会　終業式 ↓ 　　※詳細　　給食については成分表を取り寄せ個々に対応

始業式 絵画・音楽・体操・知育 （曜日・内容等）
毎週火・木曜日
入会金3,000円　月4,000円
「楽しく」「遊んで」「ふれあう」親子教室

運動会　園外保育 製作・表現・言葉

入園願書配布 他

入園願書受付　七五三 ↓

プール保育 戸外（室内）遊び

七夕まつり　終業式　楽しい集い　お泊まり保育 ↓

夏期保育 一斉活動

その他費用　　　　　　　円 ※詳細はお問い合わせください。

有　　　・　　　無

土曜日・日曜日・祝日・創立記念日

一日の流れ

始業式　入園式 登園

職員数（園長・副園長・主任教諭・
教諭・職員・臨時職員等）園外保育　健康診断 ↓

その他費用　　　　　　　円 ※詳細はお問い合わせください。

年長（26.000円　）　年中（　26.000円　）　年少（　27.000円　）　 満３歳児（　 　　　　　円　）

給食費　　　　　　　円 冷暖房費　　　　　　　円

バス代（利用者のみ）　　　　　　　円 教材費　　　　　　　円

方針  教育基本法に基づき、心身の健全な発達を図ると共に調和のとれた人格の基礎をつくる。

  目標  健全な身体づくり・情操豊かな子・個性（特性）の助長

  特色  緑豊かな広い園庭・雨の日でも走り回れる体育館・専任講師の体操指導

年長（　90,000円　）　年中（　90,000円　）　年少（　90,000円　）　満３歳児（　　　　　　円　）

入園選考料（手数料）　　　　　　　円 制服代　　　　　　　円 入園時教材費　　　　　　　円

代表者名 理事長・園長　田中　親男

鳩ヶ谷住宅公団、慈林、から徒歩５分 

バス送迎の有無 有　　　・　　　無

教育方針・教育目標・特色

http://midorigaokayouchien.com

14
学校法人　翠ヶ丘学園

翠ヶ丘幼稚園
問合せ先　担当者名 田中　親男

-18-



住所

ＴＥＬ

FAX

URL

-

創立年 昭和３９年３月

アクセス ≪最寄駅≫

費用 入園時費用 ※川口市在住の園児保護者には入園後、市より入園料の補助制度有

入園料

入園後費用（毎月の費用等） ※施設等利用給付認定を受けることで、保育料が一定額まで無償化されます。

保育料（月）

制服 定員（総定員　　　名） 入園迄の手続き

保育時間 開園 8時45分 年長 クラス 見学会・説明会

閉園 14時00分 年中 クラス 願書配布 10月15日

長期休暇 年少 クラス 願書受付 11月1日

その他の休園日 満３歳児 クラス 入園面接 11月

主な年間行事 入園許可 11月

4月 制服教材販売 2月中旬

5月 8:45 登園 1日入園 2月中旬

6月 自由あそび 名 入園式 4月上旬

７月 9:45 一斉保育

11:30 昼食 昼食 未就園児への取組み 有　・　無

8月 12:30 自由あそび 給食　週 4 回

9月 14:00 降園

10月 お弁当　週 1 回

11月

12月 アレルギー対策

1月

2月 障害児受入れ

3月 父母会の活動

親の自主活動

預かり保育 有・無 ※詳細はお問い合わせください。

川口市中青木４－６－２５

048-255-1158

048-255-1881

豆まき会　お別れ遠足 無

無

有ひなまつり会　卒園式　終了式

（曜日・内容等）

七五三　園外保育　神社参拝

発表会　おもちつき会

すいか割り　盆踊り会

有　　　・　　　無　　　・　応相談

教材費　12,000円（年）

入園式　始業式
職員数（園長・副園長・主任教諭・
教諭・職員・臨時職員等）遠足　健康診断

日曜参観

一日の流れ

その他費用　　　　　　　円

有　　　・　　　無

理事長・園長　飯田　絹子

※詳細はお問い合わせください。

バス送迎の有無

教育方針・教育目標・特色

西川口駅から徒歩１３分

入園選考料（手数料）　2,000円 制服代　18,000円

年長（　90,000円　）　年中（　90,000円　）　年少（　90,000円　）　満３歳児（　　　　　　円　）

バス代（利用者のみ）　3,850円（月）

夏季、冬季、春季休暇

運動会　遠足

お泊り保育

保育参観　七夕会　水あそび

15

問合せ先　担当者名

代表者名

学校法人　飯田学園

青木錦生幼稚園

入園時教材費　　　　　　　円

その他費用　　　　　　　円 ※詳細はお問い合わせください。

給食費　4,200円（月） 冷暖房費　8,000円（年）

有　　　・　　　無

年長（　25,000円　）　年中（　25,000円　）　年少（　27,000円　）　 満３歳児（　 　　　　　円　）

・元気にあそべる丈夫な体

・情操豊かなやさしさを養う

・一人ひとり個性を認める
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住所 川口市石神１３４０

ＴＥＬ 048-294-3366

FAX

URL http://www.kozakura.info/

坂口　裕子

創立年 昭和３９年４月

アクセス ≪最寄駅≫

≪バス停≫

情操教育を中心に優しい心を育てる。

※詳細はＨＰからご確認ください。

費用 入園時費用 ※川口市在住の園児保護者には入園後、市より入園料の補助制度有

入園料

入園後費用（毎月の費用等） ※施設等利用給付認定を受けることで、保育料が一定額まで無償化されます。

保育料（月）

制服 定員（総定員　　　名） 入園迄の手続き

保育時間 開園 8時00分 年長 2 クラス 見学会・説明会 有

閉園 17時30分 年中 2 クラス 願書配布 10月15日

長期休暇 夏季、冬季、春季休暇 年少 2 クラス 願書受付 11月1日

その他の休園日 満３歳児 クラス 入園面接 11月

主な年間行事 入園許可 11月

4月 制服教材販売 2月

5月 1日入園 有

6月 17 名 入園式 4月

７月

8月 昼食 未就園児への取組み 有　・　無

9月 給食　週 3 回

10月

11月 お弁当　週 2 回

12月

1月 アレルギー対策

2月

3月 障害児受入れ

父母会の活動

親の自主活動

預かり保育 有・無

16
学校法人　健眞学園

小桜幼稚園
問合せ先　担当者名

代表者名 理事長・園長　中川　雅史　

ＳＲ新井宿駅から徒歩１５分

石神下から徒歩３分

バス送迎の有無 有　　　・　　　無

教育方針・教育目標・特色

年長（　100,000円　）　年中（　100,000円　）　年少（　100,000円　）　満３歳児（　　　　　　円　）

入園選考料（手数料）　　　　　　　円 制服代　　　　　　　円 入園時教材費　　　　　　　円

その他費用　　　　　　　円 ※詳細はお問い合わせください。

年長（　26,000円　）　年中（　26,000円　）　年少（　27,000円　）　 満３歳児（　 　　　　　円　）

給食費　　　　　　　円 冷暖房費　　　　　　　円

バス代（利用者のみ）　　　　　　　円 教材費　　　　　　　円

その他費用　　　　　　　円 ※詳細はお問い合わせください。

有　　　・　　　無

土曜日・日曜日・祝日

一日の流れ

入園式
職員数（園長・副園長・主任教諭・
教諭・職員・臨時職員等）プール開き

園児健康診断

思い出保育（年長）

（曜日・内容等）

運動会（園庭）

遠足（親子遠足）

おゆうぎ会 有　　　・　　　無　　　・　応相談

特養慰問等（現在見合わせ中）

※詳細はお問い合わせください。

卒園式

後援会
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住所 川口市道合１２２１

ＴＥＬ 048-281-2333

FAX 048-283-4055

URL http://www.kitakawaguchi.com/

井川　展子

創立年 昭和４１年４月

アクセス ≪バス停≫

　・思いやる心を育てる

　・感謝する心を育てる

　・自立心を養う

費用 入園時費用 ※川口市在住の園児保護者には入園後、市より入園料の補助制度有

入園料

入園後費用（毎月の費用等） ※施設等利用給付認定を受けることで、保育料が一定額まで無償化されます。

保育料（月）

制服 定員（総定員　　　名） 入園迄の手続き

保育時間 開園 8時00分 年長 2 クラス 見学会・説明会 9月～10月15日

閉園 14時30分 年中 2 クラス 願書配布 10月15日

長期休暇 夏季、冬季、春季休暇 年少 2 クラス 願書受付 11月1日

その他の休園日 満３歳児 1 クラス 入園面接 11月7日

主な年間行事 入園許可 11月7日

4月 制服教材販売 11月7日

5月 一日入園 3月7日

6月 16 名 入園式 4月8日

７月

8月 昼食 未就園児への取組み 有　・　無

9月 給食　週 4 回

10月

11月 お弁当　週 1 回

12月

1月 アレルギー対策

2月

3月 障害児受入れ

父母会の活動

親の自主活動

預かり保育 有・無 除外日

時間 料金

平日 有・無

土曜日 有・無

長期休暇 有・無

その他 ※詳細はお問い合わせください

8時30分～17時00分 100円/30分
（夏休み・冬休み・春休み）

母の会と称して活動している。

各クラス別に時に応じて行っているが、特に定期的に行っているものはない。

 (　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

早朝保育

14時30分～18時00分 100円/30分　月極12,000円 8時00分～8時30分　　１00円　

もちつき 自由あそび 有　　　・　　　無　　　・　応相談

節分　おゆうぎ会　おわかれ遠足 以上が主な流れです
が、保育内容や季節に
より異なる場合もありま
す。自由保育と一斉活
動をバランスよくとり入
れています。

卒園式　謝恩会　サッカー大会　ひなまつり 有

敬老参観日 各クラスでの設定保育 （曜日・内容等）
水曜日・金曜日と年齢別（２歳児クラス・３歳
児クラス）に行っている。運動会　いもほり ↓

作品展 　昼食

終了式 ↓

プール開き　参観日 ↓

宿泊保育　夕涼み会　音楽会 　自由あそび　

プール　園庭開放　夏期保育 ↓

有　　　・　　　無

土曜日・日曜日・祝日・開園記念日

一日の流れ

入園式　遠足
職員数（園長・主任教諭・教諭・職
員・補助職員等）内科歯科検診 登園後

年長（　25,700円　）　年中（　25,700円　）　年少（　25,700円　）　 満３歳児（　 　　　　　円　）

給食費　300円（１食） 冷暖房費　【冷房】1,700円（７月） 【暖房】3,300円（１２月）

バス代（利用者のみ）　3,300円（月） 教材費　　　　　　　円

その他費用　　　　　　　円 ※詳細はお問い合わせください。

ひとりひとりの子どもの育ちを大切に保育している。

年長（　90,000円　）　年中（　90,000円　）　年少（　90,000円　）　満３歳児（　　　　　　円　）

入園選考料（手数料）　　　　　　　円 制服代　　　　　　　円 入園時教材費　　　　　　　円

その他費用　　　　　　　円 ※詳細はお問い合わせください。

神戸団地入口から徒歩１分

バス送迎の有無 有　　　・　　　無

教育方針・教育目標・特色

を保育の柱としている。

そして、豊かな心を養い、生きる力の基礎づくりを保育の原点として、

17
学校法人　大徳寺学園

北川口幼稚園
問合せ先　担当者名

代表者名 理事長　後藤　光純　　　園長　井川　展子　　
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住所 川口市前野宿５０

ＴＥＬ 048-281-5353

FAX 048-281-5336

URL http://www.asahi1966.ed.jp/

創立年 昭和４１年４月

アクセス ≪バス停≫

・

・

費用 入園時費用 ※川口市在住の園児保護者には入園後、市より入園料の補助制度有

入園料

入園後費用（毎月の費用等） ※施設等利用給付認定を受けることで、保育料が一定額まで無償化されます。

保育料（月）

制服 定員（総定員　　　名） 入園迄の手続き

保育時間 開園 年長 2 クラス 見学会　随時

閉園 年中 2 クラス （電話でご連絡ください。）

長期休暇 夏季、冬季、春季休暇 年少 2 クラス 公開保育 6月7日・9月6日

その他の休園日 満３歳児 1 クラス 入園案内配布 10月17日～

主な年間行事 入園説明会 10月19日

4月 職員数 入園受付 11月1日

5月 計15名 入園面接 11月1日

6月 計 10名 体験入園 3日あり

７月 8:30 登園する 入園式 4月10日前後

8月 自由遊び 昼食 未就園児への取組み 有　・　無

9月 10:15 朝の集まり 給食　週 4 回

10月 10:30 水遊び

11月 12:00 お弁当 お弁当　週 1 回

12月

1月 13:00 自由遊び アレルギー対策

2月 13:30 降園準備

3月 14:00 降園 障害児受入れ

その他 父母会の活動

親の自主活動

預かり保育 有・無 除外日

時間

平日 有・無

土曜日 有・無

長期休暇 有・無

その他

（夏休み・冬休み・春休み）

※詳細はお問い合わせください

毎月１回お誕生日会 役員さんを中心に園行事の手伝い・講演会・外部研修会の参加・年一度親睦会

なし

（運動会・おゆうぎ会等の行事の日及び修了式）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

～17時30分

　8時30分～17時30分

たこあげ 未就園児とのふれあい他 有　　　・　　　無　　　・　応相談

豆まき会　お遊戯会他 　　※詳細　　保護者と相談の上で実施

じゃがいも植え　ひな祭り会　お別れ遠足・

お別れ会　卒園式 有（相談の上で）

園内七夕会　年長夕涼み会

自由登園日

おじいちゃん　おばあちゃんをお招きする会

動物ふれあい他
（曜日・内容等）
水曜日の午前中園庭を開放。
なかよしクラブ（２歳児・３歳児）運動会　年長自然　小学校探検、

秋の自然みつけ　さつまいもほり他

交通安全指導　収穫祭　七五三

作品展　もちつき会　クリスマス会 ※お母さん弁当（木曜日のみ）

年中少遠足　年長自然探検他 （　HPより抜粋　） 園長・副園長・主任教諭・教諭

プール開き　お店屋さんごっこ　じゃがいもほり （夏のある一日） 職員

有　　　・　　　無

8時30分

14時00分

土曜日・日曜日・祝日・県民の日11/14・開園記念日11/15

一日の流れ

新入園児歓迎会 ～年少さんの例～　

給食費　320円（１食） 冷暖房費　6,000円（年）

バス代（利用者のみ） 3,500円×11ヶ月 教 材 費　3,000円（年）

その他費用　　10,000円(施設維持費） ※詳細はお問い合わせください。

入園選考料（手数料）　　　　　0　円 制服代一式　約18，000円 入園時教材費　9,110円（年中・年少）

その他費用　10,000円（設備維持費） ※詳細はお問い合わせください。

年長（　26,000円　）　年中（　26,000円　）　年少（　27,000円　）　 満３歳児（　27,000円　）

大竹入口から徒歩５分

バス送迎の有無 有　　　・　　　無

教育方針・教育目標・特色

「根を養えば樹は自ら育つ」を信条に、知・徳・体育の調和を図り、意志の強い耐
性のある子の素地を育てる。
自然とのかかわり（農作物収穫体験）や人とのかかわり（小学生・中学生また年輩
の方や保護者の自由参加の行事を通してのふれあい）を大切にしている。

年長（　90,000円　）　年中（　90,000円　）　年少（　100,000円　）　満３歳児（  100,000円　）

18
学校法人　南陵学園

旭幼稚園
問合せ先　担当者名 園長　井上　由美子

代表者名 理事長　井上　由美子
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http://www.mitsuwa-youchien.jp

創立年 昭和４１年４月

アクセス ≪バス停≫

費用 入園時費用 ※川口市在住の園児保護者には入園後、市より入園料の補助制度有

入園料

入園後費用（毎月の費用等） ※施設等利用給付認定を受けることで、保育料が一定額まで無償化されます。

保育料（月）

制服 定員（総定員　　　名） 入園迄の手続き

保育時間 開園 8時30分 年長 3 クラス 見学会・説明会

閉園 14時00分 年中 2 クラス 願書配布 10月15日

長期休暇 夏季、冬季、春季休暇 年少 3 クラス 願書受付 11月1日

その他の休園日 満３歳児 1 クラス 入園面接 11月上旬

主な年間行事 入園許可 11月上旬

4月 制服教材販売 11月

5月 8:00 バス出発 1日入園 3月上旬

6月 8:30 順次登園 25 名 入園式 4月10日頃

自由遊び

７月 10:00 保育開始 昼食 未就園児への取組み 有　・　無

クラス毎の活動 給食　週 3～4 回

8月 12:00 昼食

9月 クラス毎の活動 お弁当　週 1～2 回

10月 14:00 バス出発

11月 （降園） アレルギー対策

12月

1月 障害児受入れ

2月 父母会の活動

3月 親の自主活動 無

預かり保育 有・無 除外日

時間 早朝保育

平日 有・無

土曜日 有・無

長期休暇 有・無

その他

14時00分～18時30分 7時30分～8時30分

7時30分～18時30分
（夏休み・冬休み・春休み）

※詳細はお問い合わせください

節分　小学校見学 行事のお手伝い等

ひな祭り　お別れ会　卒園式

 (土曜日、日曜日、祝日、振替休日、園行事の日、お盆休み、年末年始、年度末)

参観　交通安全指導 有　　　・　　　無　　　・　応相談

お遊戯会　クリスマス会

正月あそび 応相談

野菜の収穫　父親参観

プール指導

七夕祭り　参観　個人面談　

夏祭り （曜日・内容等）
・未就園児「あそびの会」を行っております。
・月に1度、園庭（裏山）を開放しています。
（日程はＨＰ又はお電話で問合せ下さい。）

夕涼み会　夏期保育

お月見　園外保育

運動会　園外保育

その他費用　　　　　　　円 ※詳細はお問い合わせください。

有　　　・　　　無

土曜日・日曜日・祝日

一日の流れ

入園式　個人面談
職員数（園長・副園長・主任教諭・
教諭・職員・臨時職員等）野菜の種まき　健康診断

その他費用　約0円 ※詳細はお問い合わせください。

年長（　27,000円　）　年中（　27,000円　）　年少（　28,500円　）　 満３歳児（　28,500円　）

給食費　　　　　　　円 冷暖房費　500円（月）

バス代（利用者のみ）　3,500円（月） 教材費　 　700円（月）

バス送迎の有無 有　　　・　　　無

教育方針・教育目標・特色

広い園庭と恵まれた自然環境の中で、のびのびとした教育、躾教育（指導）に力を入れており
ます。体験学習を多く取入れ、先生と園児が楽しくふれ合いながらの保育を行っています。

年長（　90,000円　）　年中（　90,000円　）　年少（　90,000円　）　満３歳児（　90,000円　）

入園選考料（手数料）　　　　　0　円
制服代　約24,000円
（カバン、体操着等含む）

入園時教材費　約10,000円

問合せ先　担当者名 -

代表者名 理事長　髙橋　浩司　　　園長　髙橋　宣光

八幡木中学校入口バス停すぐ前

19
　学校法人　光和学園

住所 川口市八幡木１－１６－１１

ＴＥＬ 048-281-3062

みつわ幼稚園 FAX 048-281-3170

URL
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住所 川口市芝西２－７－３５

ＴＥＬ 048-267-2901

FAX 048-262-3330

URL https://www.shimanegakuen.com

創立年 昭和４２年３月

アクセス ≪最寄駅≫

≪バス停≫

　保育目標「あかるく・なかよく・げんきよく」

費用 入園時費用 ※川口市及びさいたま市在住の園児保護者には入園後、市より入園料の補助制度有

入園料

入園後費用（毎月の費用等） ※施設等利用給付認定を受けることで、保育料が一定額まで無償化されます。

保育料（月）

制服 有　　　・　　　無 定員（総定員320名） 入園迄の手続き

保育時間 開園 10時00分 年長 4 クラス 見学 要事前予約

閉園 14時00分 年中 4 クラス 願書配布 10月15日

長期休暇 夏季、冬季、春季休暇 年少 4 クラス 願書受付 11月1日

その他の休園日 満３歳児 1 クラス 入園面接 特になし

主な年間行事 入園許可 11月

4月 入園式 4月8日頃

5月

6月 30 名

７月

8月 昼食 未就園児への取組み 有　・　無

9月 給食　週 5 回

10月

11月 お弁当　週 0 回

12月

1月 アレルギー対策 有　　　・　　　無　　　・　応相談

2月

3月 障害児受入れ

父母会の活動

親の自主活動 無

預かり保育 有・無 除外日

時間

平日 有・無

土曜日 有・無

長期休暇 有・無

その他

 7時30分～18時30分 ・11時間保育有

 7時30分～18時30分
（夏休み・冬休み・春休み）

自由遊び

音楽会

※料金一日450円（2号認定3号認定の場合は、後日全額返還されます。その他詳細については、お問い合わせください。

役員無し、テニス部

 (土曜日、日曜日、祝祭日、お盆の週、おゆうぎ会、音楽会、年末年始、運動会代休、埼玉県民の日)

卒園式 応相談

昼食 （曜日・内容等）
プレイルーム
活動日）火曜日、水曜日、木曜日
時　間）１０：３０～１１：３０
※詳細についてはお問い合わせください。

運動会、秋の遠足 ↓

おゆうぎ会 一斉保育

おもちつき、クリスマス会 ↓

↓

七夕まつり 一斉保育

お泊り保育 ↓

土曜日・日曜日・祝祭日

一日の流れ

入園式
職員数（園長・副園長・主任教諭・
教諭・職員・臨時職員等）春の遠足、プール開き 自由遊び

年長（　25,700円　）　年中（　25,700円　）　年少（　25,700円　）　 満３歳児（　25,700円　）

給食費　350円（１食） 冷暖房費　　　　　　0円

バス代（利用者のみ）　3,500円（月） 教材費　　　　　　 　0円

その他費用　　　　　　　円 ※詳細はお問い合わせください。

年長（　55,000円　）　年中（　110,000円　）　年少（　110,000円　）　満３歳児（　110,000円　）

入園選考料（手数料）　　　　　　0円 制服代　　　　　　0円 入園時教材費　　　　　　0円

その他費用　　　　　　0円 ※詳細はお問い合わせください。

蕨駅から徒歩２５分

国際興業バス「芝氷室公園」「芝支所入口」下車徒歩２分

バス送迎の有無 有　　　・　　　無

教育方針・教育目標・特色

21
学校法人　嶋根学園

川口しらぎく幼稚園
問合せ先　担当者名 園長代理　仁藤

代表者名 理事長　嶋根　謙太　　　園長　嶋根　謙太　
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住所 川口市小谷場１９９-１

ＴＥＬ 048-265-0233

FAX 048-265-0233

URL http://shibamizuhoyouchien.ac.jp/

創立年 昭和４２年３月

アクセス ≪最寄駅≫

一斉と自由保育を取り入れ、家庭的な環境の中でのびのびと、

四季の行事を通して心豊かに育つ保育作りをしています。

費用 入園時費用 ※川口市在住の園児保護者には入園後、市より入園料の補助制度有

入園料

入園後費用（毎月の費用等） ※施設等利用給付認定を受けることで、保育料が一定額まで無償化されます。

保育料（月）

制服 定員（総定員　　　名） 入園迄の手続き

保育時間 開園 8時30分 年長 4 クラス 見学会 6月・7月（希望者）

閉園 14時00分 年中 3 クラス 説明会 10月14日

長期休暇 夏季、冬季、春季休暇 年少 3 クラス 願書配布 10月15日

その他の休園日 満３歳児 クラス 願書受付 11月1日

主な年間行事 入園面接 11月5日

4月 １日入園 3月4日

5月 入園式 4月

6月 　8：30～ 登園 30 名

７月 自由遊び

8月 昼食 未就園児への取組み 有　・　無

9月 　10：00～ 一斉保育 給食　週 5 回

10月

11月 　11：30～ 給食

12月

1月 12：30～ 自由遊び アレルギー対策

2月

3月 14:00 降園 障害児受入れ

父母会の活動 

親の自主活動

預かり保育 有・無 除外日

時間 料金

平日 有・無

土曜日 有・無

長期休暇 有・無

その他

（夏休み・冬休み・春休み）

※詳細はお問い合わせください。

早朝保育

14時00分～18時00分 500円　　月極あり 8時00分～8時30分

8時00分～18時00分 1,000円　　月極あり

 　　園行事のお手伝いと協力

 (　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

マラソン大会　おんがく会 有　　　・　　　無　　　・　応相談

お店やさん

卒園式　おわかれ遠足 程度により受付可

園外保育　プール開き

じゃがいも掘り　盆踊り　お泊り会

夏期保育

敬老会 （曜日・内容等）
・ミニミニ保育　5月～11月　月1回
　親子体操教室（土曜日）（無料）
・わくわくキッズ
①火曜日クラス　2歳児
②木曜日クラス　2歳児

運動会

あそびの会　作品展

生活発表会　おもちつき大会

有　　　・　　　無

土曜日・日曜日・祝日

一日の流れ

入園式
職員数（園長・副園長・主任教諭・
教諭・職員・臨時職員等）遠足　内科歯科検診　どうぶつ村

給食費　330円（１食） 施設維持費　1,500円（月）

バス代（利用者のみ）　3,000円（月） 教材費　　　　　　　円

その他費用　　　　　　　円 ※詳細はお問い合わせください。

入園選考料（手数料）　0円 制服代　　　　　　　円 入園時教材費　　　　　　　円

その他費用　　　　　　　円 ※詳細はお問い合わせください。

年長（　25,700円　）　年中（　25,700円　）　年少（　25,700円　）　 満３歳児（　 　　　　　円　）

南浦和駅から徒歩１５分

バス送迎の有無 有　　　・　　　無

教育方針・教育目標・特色

年長（　40,000円　）　年中（　90,000円　）　年少（　90,000円　）　満３歳児（　　　　　　円　）

22
学校法人　今泉学園

芝みずほ幼稚園
問合せ先　担当者名 主任　岡村　紀子

代表者名 理事長　今泉　正徳　　　園長　高柳　芳子　　

-25-



住所 川口市木曽呂８３８

ＴＥＬ 048-295-1016

FAX 048-295-1015

URL https://www.kizoro.ed.jp

理事長　竹中　茂也／園長　竹中　啓子

創立年 昭和４３年３月

アクセス ≪バス停≫

費用 入園時費用 ※川口市在住の園児保護者には入園後、市より入園料の補助制度有

入園料

入園後費用（毎月の費用等） ※施設等利用給付認定を受けることで、保育料が一定額まで無償化されます。

保育料（月）

絵本代 実費 440円（月） ※詳細はお問い合わせください。

制服 定員（総定員220名） 入園迄の手続き

保育時間 開園 8時30分 年長 3 クラス 見学 5月～随時

閉園 14時00分 年中 3 クラス 説明会 9月1日・3日

長期休暇 夏季、冬季、春季休暇 年少 3 クラス 願書配布 10月15日

その他の休園日 満３歳児 クラス 願書受付 11月1日

主な年間行事 職員数 入園面接 11月1日

入園許可 11月1日

4月 　8：30～ 登園・ 制服教材販売 11月4日・7日・10日

5月 自由遊び 41 名 1日入園 2月20日

6月 入園式

７月 11:30 給食 昼食 未就園児への取組み 有　・　無

8月 自由遊び 給食　週 5 回

9月 帰りの会

10月 14:00 降園 お弁当　年 3 回程度

11月

12月 アレルギー対策

1月

2月 障害児受入れ

3月 父母会の活動

親の自主活動

預かり保育 有・無 除外日

時間 料金

平日 有・無

土曜日 有・無

長期休暇 有・無

その他

23
学校法人　神根学園

きぞろ幼稚園
問合せ先　担当者名 園長　竹中　啓子

代表者名

西原から徒歩１分

バス送迎の有無 有　　　・　　　無

教育方針・教育目標・特色

　幼稚園は幼児が初めて集団の中で人とのふれあいを体験する場で
す。
　本園では自然環境や身辺の出来事に接することによって、基本的な
生活習慣を身につけ、幼児期の成長に合った思いやりや、やる気を育
て、問題解決能力を自ら養う等、自立的精神や行動力を育成することを
教育の方針としています。

年長（　90,000円　）　年中（　90,000円　）　年少（　90,000円　）　満３歳児（　　　　　　円　）

入園選考料（手数料）　1,000円 制服代　約30,000円 入園時教材費　　　　　　　円

その他費用　　　　　　　円 ※詳細はお問い合わせください。

年長（　27,000円　）　年中（　27,000円　）　年少（　27,000円　）　 満３歳児（　 　　　　　円　）

給食費　3,900円（月） 冷暖房費　　　　　　　円

バス代（利用者のみ）　3,300円（月） 教材費 1,000円（月）

施設設備費用 2,000円（月） 保護者会費 800円（月）

有　　　・　　　無

土曜日・日曜日・祝日・創立記念日・県民の日

一日の流れ

職員数（園長・園長代理・副園長・
教諭・職員・補助職員等）入園・進級式　個人面談

園庭で遊ぼう（親子親睦行事）

クラス毎一斉保育

お泊まり保育　夏まつり

夏期保育 （曜日・内容等）
・午前10：30～11：30親子対象に園庭を開放
し、その後ホールで読み聞かせ等をする。
費用は当面無料とする。
・毎月第2月曜日10：15～12：00園庭開放

感謝の集い（祖父母）

運動会　さつまいも掘り

やきいもパーティー （運動会含む）

生活発表会 有　　　・　　　無　　　・　応相談

もちつき会

お店やさんごっこ　雪遊び お問い合わせください

ひなまつり　卒園式 クラス委員・菜園・ベルマーク・給食・卒園対策・サポート

 8時00分～19時00分 300円/時間
（夏休み・冬休み・春休み）

※施設等利用給付認定２号のお子さんは、基本料とおやつ代の合計額の月額上限を１万円とします。

 (土曜日、日曜日、祝日、お盆休み、年末年始、園行事等)

早朝保育

14時00分～19時00分 300円/時間 8時00分～8時30分　　150円

川口北高校
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住所 川口市安行原１６２５

ＴＥＬ 048-296-1225

FAX 048-296-2127

URL

創立年 昭和４４年３月

アクセス ≪バス停≫

「豊かな心・丈夫な身体を遊びの中で育てよう！」

「家庭と一体となった、きめ細やかな保育」

「個性を伸ばす教育」

費用 入園時費用 ※川口市在住の園児保護者には入園後、市より入園料の補助制度有

入園料

入園後費用（毎月の費用等） ※施設等利用給付認定を受けることで、保育料が一定額まで無償化されます。

保育料（月）

制服 定員（総定員　　　名） 入園迄の手続き

保育時間 開園 8時30分 年長 3 クラス 見学会・説明会 随時

閉園 14時00分 年中 3 クラス 願書配布 10月15日

長期休暇 夏季、冬季、春季休暇 年少 3 クラス 願書受付 11月1日

その他の休園日 満３歳児 1 クラス 入園面接 11月中旬

主な年間行事 入園許可 11月中旬

4月 制服教材販売 2月中旬

5月 1日入園 3月下旬

6月 38 名 入園式 4月上旬

７月

8月 昼食 未就園児への取組み 有　・　無

9月 給食　週 4 回

10月

11月 お弁当　週 1 回

12月

1月 アレルギー対策

2月

3月 障害児受入れ

父母会の活動

親の自主活動

預かり保育 有・無 除外日

時間 料金

平日 有・無

土曜日 有・無

長期休暇 有・無

その他

8時30分～18時00分　1,000円 ※早朝保育8時00分～8時30分　100円　　　預かり延長18時00分～18時30分　100円

（夏休み・冬休み・春休み）

※詳細はお問い合わせください。

 (土日、祝祭日、お盆、年末年始)

14時00分～18時00分　500円 ※早朝保育8時00分～8時30分　100円　　　預かり延長18時00分～18時30分　100円

ひな祭り　お別れ遠足　保育参観 14:00 障害の程度により受入可

修了式　卒園式 　「園バス出発」 父母会組織はありません

鏡開き 　１３：００　～　１３：４５　 有　　　・　　　無　　　・　応相談

節分　入園説明会 「降園準備」

敬老の日　運動会 １１：３０　～　１２：１５　 （曜日・内容等）
毎週水曜日、園庭を開放
親子で1時間程度、楽しんで頂く。おいもほり　秋の遠足 「昼食」

おゆうぎ会 １２：１５　～　１３：００

保育参観　おもちつき大会　クリスマス会 「遊びましょう」

プール開き 「個々の遊びを充実させる」

七夕祭り　お楽しみ会（年長） １１：００　～　１１：３０

納涼会 「クラスの仲間と楽しもう」

有　　　・　　　無

土曜日・日曜日・祝日・創立記念日

一日の流れ

入園式
職員数（園長・主任教諭・教諭・職
員・補助職員等）保育参観 ８：３０　～　１１：00

年長（　25,700円　）　年中（　25,700円　）　年少（　25,700円　）　 満３歳児（　25,700円　）

給食費　4,640円（月） 冷暖房費　6,000円（年）

バス代（利用者のみ）　3,300円（月） 教材費　　　　　　　円

※詳細はお問い合わせください。

年長（　90,000円　）　年中（　90,000円　）　年少（　90,000円　）　満３歳児（　90,000円　）

入園選考料（手数料）　　　　　　　円 制服代　19,480円 入園時教材費　15,240円（年）

その他費用 12,670円（道具箱､自由画帳､粘土版等一式） ※詳細はお問い合わせください。

代表者名 理事長・園長　根本　智可子

峯八幡宮から徒歩１０分

バス送迎の有無 有　　　・　　　無

教育方針・教育目標・特色

24
学校法人　東光学園

安行東光幼稚園 http://toukougn.com

問合せ先　担当者名 根本　智可子
外環自動車道

首
都
高
川
口
線

安行東光幼稚園

東川口方面

東京方面

安行小学校

安行中学校

道の駅あんぎょう

草
加
方
面
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住所 川口市元郷５－２５－１０

ＴＥＬ 048-222-5242

FAX 048-222-7766

E-mail

創立年 昭和４４年３月

アクセス ≪バス停≫

費用 入園時費用 ※川口市在住の園児保護者には入園後、市より入園料の補助制度有

入園料

入園後費用（毎月の費用等） ※施設等利用給付認定を受けることで、保育料が一定額まで無償化されます。

保育料（月）

制服 定員 入園迄の手続き

保育時間 開園 9時30分 年長 クラス 説明会 9月予定

閉園 14時00分 年中 クラス 願書配布 10月15日

長期休暇 夏季、冬季、春季休暇 年少 クラス 願書受付 11月1日

その他の休園日 満３歳児 クラス 入園面接 11月1日

主な年間行事 入園許可 11月1日

4月 制服教材販売 11月予定

5月 1日入園 2月予定

6月 自由遊び 入園式 4月10日予定

７月

8月 １０：００～ 保育開始 未就園児への取組み 有　・　無

9月 給食　週 5 回

10月

11月 お弁当　週 0 回

12月 １２：００～ 給食

1月 アレルギー対策

2月 １３：0０～ （保育）

3月 障害児受入れ

その他 14:00 降園 父母会の活動

親の自主活動

預かり保育 有・無 除外日

平日 有・無

土曜日 有・無

長期休暇 有・無

その他 ※詳細はお問い合わせください。

誕生会（毎月） 無

 (土曜日・日曜日・祝日・園の指定した日)

（夏休み・冬休み・春休み）

プラネタリウム 有　　　・　　　無　　　・　応相談

豆まき会　作品展　親子体操

お別れ会　卒園式 無

（曜日・内容等）週3回、母子分離
「あけぼのっこ」2歳児・3歳児対象。
詳細はＨＰにて公開。※℡にてご確認くださ
い。

　ハロウィン　年長組・日帰り遠足　 給食は５月から

親子遠足　懇談会　

発表会　クリスマス会

園外保育　土曜参観　プール指導 園長・副園長・教諭　　6名
職員1名　講師4名　個人面談

夏季保育

保育参観 （カリキュラムによる活動）

その他費用　　　　　　　円 ※詳細はお問い合わせください。

有　　　・　　　無

土曜日・日曜日・祝日・園の指定した日

一日の流れ

入園式
職員数（園長・主任教諭・教諭・職
員・補助職員等）保育参観　運動会 9：00　～　9：30

その他費用　　　　　　　円 ※詳細はお問い合わせください。

年長（　25,700円　）　年中（　25,700円　）　年少（　28,000円　）　 満３歳児（　28,000円　）

給食費　　　　　　　円 冷暖房費　　　　　　　円

バス代（利用者のみ）　　　　　　　円 教材費　　　　　　　円

教育方針・教育目標・特色

幼稚園基本方針に基づき、のびのびと活気に満ち溢れた中で日々こどもたちが楽しく
活動し、その中で基本的人格形成がなし得るよう指導示唆し豊かな情操・社会性・創造
性が発展することに主眼を置き、一斉保育の中で自由保育の理念を追求していくことを
理想としております。

年長（　100,000円　）　年中（　100,000円　）　年少（　100,000円　）　満３歳児（100,000円　）

入園選考料（手数料）　　　　　　　円 制服代　　　　　　　円 入園時教材費　　　　　　　円

代表者名 理事長・園長　金子　須美花　　　　　

元郷５丁目から徒歩２分（ＪＲ川口駅よりバス）。

バス送迎の有無 有　　　・　　　無

25
学校法人　平柳学園

川口あけぼの幼稚園 k-akebono＠jcom.zaq.ne.jp
問合せ先　担当者名 金子　須美花
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住所 川口市末広３－９－１９

ＴＥＬ 048-222-3642

FAX 048-222-0026

URL http://www.kurumiyo.com

創立年 昭和４４年４月

アクセス ≪バス停≫

費用 入園時費用 ※川口市在住の園児保護者には入園後、市より入園料の補助制度有

入園料

入園後費用（毎月の費用等） ※施設等利用給付認定を受けることで、保育料が一定額まで無償化されます。

保育料（月）

制服 定員（総定員　　　名） 入園迄の手続き

保育時間 開園 8時30分 年長 2 クラス 願書配布 10月15日

閉園 14時00分 年中 2 クラス 願書受付 11月1日

長期休暇 夏季、冬季、春季休暇 年少 2 クラス 入園面接 なし

その他の休園日 満３歳児 (1) クラス 入園許可 11月1日

主な年間行事 制服教材販売 11月

4月 入園式 4月

5月 8：30～ 登園

6月 9：30～ 17 名

７月 体育ローテーション

8月 10：00～ 未就園児への取組み 有　・　無

9月 給食　週 4 回

10月

11月 12：00～ 昼食 お弁当　週 1 回

12月

1月 13：00～ 自由遊び等 アレルギー対策

2月

3月 14:00～ 降園 障害児受入れ

～17：00 預かり保育 父母会の活動

親の自主活動

預かり保育 有・無 除外日

時間 料金

平日 有・無

土曜日 有・無

長期休暇 有・無

その他

（夏休み・冬休み・春休み）

※詳細はお問い合わせください。

 (土曜日・日曜日・祝日・年末年始・お盆等)

14時00分～17時00分 500～700円

 8時30分～17時00分 700円＋給食代

卒園式　サッカー大会　お別れ遠足

おもちつき大会　クリスマス会

新年おたのしみ会　おゆうぎ会 有　　　・　　　無　　　・　応相談

音楽会 　　※詳細　　アレルギー対応の給食を用意

※まずは園見学会にご参加下さい。
園生活に関する様々なご質問に丁寧に
お答えします。

父の日参観　プール

みたままつり　サマースクール

夏期保育

敬老参観 指導計画に基づいての保育　 （曜日・内容等）
１．園見学会（電話にて要問い合わせ）
２．２歳児クラス【火・木・金】（週１回）
３．入園準備クラス【くるみっ子】（月１回）
※満３歳児を含め詳細は園見学会でご説明
致します。是非、園見学をご予約下さい。

運動会　遠足　ハロウィンパーティー

展覧会

有　　　・　　　無

土曜日・日曜日・祝日

一日の流れ

入園式　進級式　遠足
職員数（園長・副園長・主任教諭・
教諭・職員・臨時職員等）母の日参観　花まつり

給食費（月末集金） 冷暖房費　10,000円（年）

バス代（利用者のみ）　3,500円（月） 教材費　5,000円程度（年）

その他費用　　　　　　　円 ※詳細はお問い合わせください。

入園選考料（手数料）　0円 制服代（諸々含）　30,000円程度 入園時教材費（諸々含）　13,000円程度

その他費用　　　　　　　円 ※詳細はお問い合わせください。

年長（　25,700円　）　年中（　25,700円　）　年少（　25,700円　）　 満３歳児（　 25,700円　）

朝日１丁目から徒歩５分

バス送迎の有無 有　　　・　　　無

教育方針・教育目標・特色

当園は①体力の向上、②集中力の養成を目的に、園児と先生が一緒に取り組

む「こだわりの遊び」が充実。「遊びの質や内容」に自信があります。
是非、見学会で園児達の笑顔と目の輝きから遊びの充実ぶりをお確かめ下さい。

年長（　90,000円　）　年中（　90,000円　）　年少（　100,000円　）　満３歳児（　100,000円　）

26
学校法人　吉祥学園

川口くるみ幼稚園
問合せ先　担当者名 事務長　山口　博史

代表者名 理事長　岡部　洋子　　　園長　山口　果絵　　
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住所 川口市芝下３－２１－３１

ＴＥＬ 048-265-7157

FAX 048-266-9320

URL https://www.kawaguchisakae.jp

主任　林　亜矢

創立年 昭和４５年２月

アクセス ≪バス停≫

　　・運動能力の増進　　・リズム感覚の涵養

　　・礼儀の重視と規則の遵守

　　・精神発達の促進　　・安全教育の徹底

費用 入園時費用 ※川口市在住の園児保護者には入園後、市より入園料の補助制度有

入園料

入園後費用（毎月の費用等） ※施設等利用給付認定を受けることで、保育料が一定額まで無償化されます。

保育料（月）

制服 定員（総定員　　　名） 入園迄の手続き

保育時間 開園 8時30分 年長 3 クラス 見学会・説明会 6月～9月

閉園 14時30分 年中 3 クラス 願書配布 10月15日

長期休暇 夏季、冬季、春季休暇 年少 3 クラス 願書受付 11月1日

その他の休園日 満３歳児 0 クラス 入園面接

主な年間行事 入園許可

4月 制服販売

5月 教材販売

6月 21 名 1日入園

７月 入園面接

8月 未就園児への取組み 有　・　無

9月 12:00　　保育・昼食　 給食　週 4 回

10月

11月 13:00　　　保育 お弁当　週 1 回

12月

1月 14:30　　降園 アレルギー対策

2月

障害児受入れ

3月
14:30　　延長保育 父母会の活動

その他 17:30　　完全降園 親の自主活動

預かり保育 有・無 除外日

平日 有・無

土曜日 有・無

長期休暇 有・無

その他

17：30～19：00　200円

27 学校法人　若芝学園

川口さかえ幼稚園
問合せ先　担当者名

代表者名 理事長　矢作　一夫　　　園長　矢作　忠亮　

芝下町・川口さかえ幼稚園前から徒歩１分　　

バス送迎の有無 有　　　・　　　無

教育方針 教育目標と特色

子どもたちが教育方針のもと、元気
に明るく楽しく生活経験ができるよう
指導しています。異年令の子供達
が多くかかわれる行事をもうけてい
ます。

年長（　90,000円　）　年中（　90,000円　）　年少（　90,000円　）　満３歳児（　　　　　　円　）

入園選考料（手数料）　0円 制服代　16,000円 入園時教材費　15,000円

その他費用　　　　　　　円 ※詳細はお問い合わせください。

年長（　25,000円　）　年中（　25,000円　）　年少（　25,000円　）　 満３歳児（　　　　　　円　）

給食費　310円（１食） 冷暖房費　8,000円（年）

バス代（利用者のみ）　3,000円（月） 教材費　0円

その他費用　　　　　　　円 ※詳細はお問い合わせください。

有　　　・　　　無

土曜日・日曜日・祝日

一日の流れ

始業式　入園式  7:50　バスコース出発

職員数（園長・主任教諭・教諭・職
員・補助職員等）お弁当参観　遠足  8:30　歩きコース登園

日曜参観　縁日ごっこ　

お泊り保育　同窓会 10:00　全園児登園完了

盆おどり

敬老の日お手紙投函 （曜日・内容等）
・さかえんぼ（母子分離型2歳児保育）
・あまえんぼ（親子プレ　要予約）
・ベビーマッサージ（要予約）
・園庭開放

運動会　遠足　園外保育

作品展示会　勤労感謝行事

クリスマス会　餅つき

（豆まき） 有　　　・　　　無　　　・　応相談

豆まき　発表会　お別れ遠足 （通園バス出発）

一日入園 （園長・主任面接し）応相談としている

ひなまつり　卒園式
運動会の衣装着替え手伝い・お泊り保育（とても少ないです）

毎月誕生日会あり あり（10月中旬～12月）

7：30～8：30  200円 8：30～17：30　1000円
（夏休み・冬休み・春休み）

※詳細はお問い合わせください。

 (　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

7：30～8：30  200円 14：30～17：30　800円 17：30～19：00　200円
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住所 川口市芝樋ノ爪２－８－２５

ＴＥＬ 048-265-5354

FAX 048-269-1865

URL

中田　奈津子

創立年 昭和４５年２月

アクセス ≪最寄駅≫

教育方針 教育目標

費用 入園時費用 ※川口市在住の園児保護者には入園後、市より入園料の補助制度有

入園料

入園後費用（毎月の費用等） ※施設等利用給付認定を受けることで、保育料が一定額まで無償化されます。

保育料（月）

制服 定員（総定員   名） 入園迄の手続き

保育時間 開園 7時30分 年長 3 クラス 見学会・説明会 6月～指定日時

閉園 18時30分 年中 3 クラス 願書配布 10月15日

長期休暇 夏季、冬季、春季休暇 年少 3 クラス 願書受付 11月1日

その他の休園日 満３歳児 クラス 入園面接 11月初旬

主な年間行事 入園許可 11月初旬

4月 制服教材販売 1月下旬

5月 1日入園 3月初旬

6月 28 名 入園式 4月10日頃

７月

8月 未就園児への取組み 有　・　無

9月 給食　週 4 回 （曜日・内容等）

10月

11月 お弁当　週 1 回

12月

アレルギー対策

1月

2月 障害児受入れ

3月 父母会の活動

親の自主活動

預かり保育 有・無 除外日

時間 料金

平日 有・無

土曜日 有・無

長期休暇 有・無

その他

8時30分～17時30分 1,000円　月極10,000円
（夏休み・冬休み・春休み）

長時間預かり　7：30～18：30　月極15,000円　

 (　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

早朝保育

14時00分～17時30分 800円　月極10,000円 7時30分～

節分　合奏会 降園 相談の上

誕生会　卒園式　修了式 運動会手伝い、卒園準備

おもちつき　お遊戯会

クリスマス会　終業式 自由あそび 有　　　・　　　無　　　・　応相談

始業式　誕生会

遠足　運動会 4月から月1回土曜日　無料

作品展　誕生会 昼食 親子体操・制作等

保育参観　誕生会

七夕まつり　終業式　盆おどり 自由あそび

夏期保育

始業式　保育参観　誕生会 主活動

その他費用　　　　　　　円 ※詳細はお問い合わせください。

有　　　・　　　無

土曜日・日曜日・祝日

一日の流れ

始業式　入園式　誕生会
職員数（園長・副園長・主任教諭・
教諭・職員・臨時教員等）保育参観　遠足　交通指導 登園

その他費用　0円 ※詳細はお問い合わせください。

年長（　26,000円　）　年中（　26,000円　）　年少（　26,000円　）　 満３歳児（　 　　　　　円　）

給食費　320円（１食） 冷暖房費　700円（月）

バス代（利用者のみ）　3,500円（月） 教材費　約5,000円（年）

③楽しい園生活の中で自己表現できる技能を身につける 三、豊かな心、伸々した子

④体験を通して、豊かな人間性、社会性を育てる

年長（　100,000円　）　年中（　100,000円　）　年少（　100,000円　）　満３歳児（　　　　　　円　）

入園選考料（手数料）　0円
制服代　約30,000円
（カバン・体操着等含む）

入園時教材費　約9,000円

蕨駅から徒歩８分

バス送迎の有無 有　　　・　　　無

①豊かな愛情と信頼関係をもとに、やさしく思いやりのある子を育てる 一、丈夫なからだで元気な子

②健全な心と丈夫な体を育て、規則正しい生活習慣を身につける 二、みんなで仲良く遊べる子

29
学校法人　本多学園

ひのつめ幼稚園 http://hinotume-youchien.com/

問合せ先　担当者名

代表者名 理事長・園長　安藤　孝代
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住所 川口市芝下１－２－２６

ＴＥＬ 048-265-7156

FAX 048-265-7179

URL http://www.kinder.ne.jp/~shiba-k/

創立年 昭和４５年２月

アクセス ≪バス停≫ 消防局入口から徒歩２分

≪最寄駅≫ 京浜東北線蕨駅下車

費用 入園時費用 ※川口市在住の園児保護者には入園後、市より入園料の補助制度有

入園料

入園後費用（毎月の費用等） ※施設等利用給付認定を受けることで、保育料が一定額まで無償化されます。

保育料（月）

制服 定員（総定員　　　名） 入園迄の手続き

保育時間 登園 9時00分 年長 3 クラス 見学会 HPをご覧ください

降園 14時30分 年中 3 クラス 説明会 9月

長期休暇 夏季、冬季、春季休暇 年少 3 クラス 願書配布 10月15日

その他の休園日 満３歳児 クラス 願書受付 11月1日

主な年間行事 入園面接 11月初旬

4月 入園許可

5月 制服教材販売 2月中旬

6月 27 名 1日入園 2月中旬

７月 入園式 4月初旬

8月 未就園児への取組み 有　・　無

9月 給食　週 4 回

10月

12月 お弁当　週 1 回

1月

2月 アレルギー対策

3月 障害児受入れ

父母会の活動

親の自主活動

預かり保育 有・無 除外日

時間 料金

平日 有・無

土曜日 有・無

長期休暇 有・無

その他 ※詳細はお問い合わせください。

※父母共に月64時間以上勤務の方

9時00分～17時30分 800円　　月極 7,000円
（夏休み・冬休み・春休み）

順次降園

土日祝日、振替休日、入園式、卒園式、運動会、開園記念日・お別れ遠足、県民の日、8月13日
～15日（お盆）、12月29日～1月5日（年末年始）、3月30日～4月4日（春休み）、その他（臨時休園
等）

早朝・延長（月極のみ）

15時00分～17時30分 600円　　月極 7,000円 7時30分～18時30分　  月極 5,000円

お別れ会　修了式 帰りの会 応相談(面談あり）

↓ 園行事のサポート

お店やさんごっこ　おわかれ遠足 好きな遊び 有　　　・　　　無　　　・　応相談

人形劇 ↓ ※詳細はお問い合わせください。

（曜日・内容等）
火・水・木曜日　年間約25回　1回約1時
間弱
親子で体操をしたり、造形遊びをする。
入会金2,000円、会費500円/月

運動会　遠足 片付け

こども会　おもちつき　避難訓練 昼食

交通安全教室 ↓

じゃがいも堀り 好きな遊び

避難訓練　夕涼み会 （個・グループ・集団で
遊んだり、教師の設定

した遊びも含む）夏期保育

同窓会 ↓

有　　　・　　　無

土曜・日曜・祝日・開園記念日・県民の日・その他

一日の流れ

入園式 順次登園

職員数（園長・主任教諭・教諭・職
員・補助職員等）遠足　健康診断　ドッジボール大会 ↓

給食費　4,715円程度（月） 冷暖房費　1,000円（月）

バス代（利用者のみ）　3,500円（月） 教材費　　　　　　　円

その他費用　　　　　　　円 ※詳細はお問い合わせください。

入園選考料（手数料）　　　　0　　　円 制服代　　　　　　　円 入園時教材費　　　　　　　円

その他費用　　　　　　　円 ※詳細はお問い合わせください。

年長（　25,700円　）　年中（　25,700円　）　年少（　25,700円　）　 満３歳児（　25,700円　）

バス送迎の有無 有　　　・　　　無

教育方針・教育目標・特色

教育方針 ： 身体的・精神的・社会的の３つのバランスのとれた明るく元気でたくましい子どもに育てる。

特色 ： 子ども達の遊びを中心にした生活の中で個性や可能性を大切にし、発達に応じた保育をしています。クラスの枠をはずし、他クラスの
先生や友達・異年令と交流したり、コミュニケーションを深め社会性を育みます。

年長（　90,000円　）　年中（　90,000円　）　年少（　90,000円　）　満３歳児（　90,000円　）

30
学校法人　川口学園

しば幼稚園
問合せ先　担当者名 園長　大山　美智子

代表者名 理事長　澤田　昭一　　　園長　大山　美智子
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住所 川口市木曽呂１４２５

ＴＥＬ 048-295-1195

FAX 048-296-5271

URL

創立年 昭和４７年４月

アクセス ≪最寄駅≫

調和のとれた人格形成をめざし、

知育・徳育・体育を教育の基盤としています。

「あかるく・なかよく・げんきよく」を指導の指針とします。

費用 入園時費用 ※川口市在住の園児保護者には入園後、市より入園料の補助制度有

入園料

入園後費用（毎月の費用等） ※施設等利用給付認定を受けることで、保育料が一定額まで無償化されます。

保育料（月）

制服 有　　　・　　　無 定員（総定員　　　名） 入園迄の手続き

保育時間 開園 8時00分 年長 4 クラス 願書配布 10月15日

閉園 15時00分 年中 3 クラス 見学会・説明会 10月中旬

長期休暇 夏季、冬季、春季休暇 年少 3 クラス 願書受付 11月1日

その他の休園日 満３歳児 クラス 入園面接 11月中旬

主な年間行事 制服教材販売 12月中旬

4月 1日入園 3月上旬

5月 8：00～ 順次降園 入園式 4月

6月 ↓ 20 名

７月 自由遊び

8月 ↓ 昼食 未就園児への取組み 有　・　無

9月 9:30～ 一斉活動　 給食　週 4 回

10月 ↓

11月 12:00～ 給食 お弁当　週 1 回程度

12月 ↓

自由遊び アレルギー対策

1月 ↓

2月 13:30～ 順次降園 障害児受入れ

3月 父母会の活動

親の自主活動 無

預かり保育 有・無 除外日

時間 早朝保育

平日 有・無

土曜日 有・無

長期休暇 有・無

その他

31
学校法人　峯徳学園

川口幼稚園 http://www.kawaguchi-youchien.ed.jp/

問合せ先　担当者名 園長　百澤　麻子

代表者名 理事長　峯岸　正教　　　園長　百澤　麻子

東浦和駅から徒歩２０分

バス送迎の有無 有　　　・　　　無

教育方針・教育目標・特色

年長（　45,000円　）　年中（　90,000円　）　年少（　90,000円　）　満３歳児（　　　　　　円　）

入園選考料（手数料）　0円 制服代　約27,000円 入園時教材費　約13,000円

その他費用　　　0円 ※詳細はお問い合わせください。

年長（　25,700円　）　年中（　25,700円　）　年少（　25,700円　）　 満３歳児（　 　　　　　円　）

給食費　2,000円～7,000円（月） 冷暖房費　3,000円（年）

バス代（利用者のみ）　3,000円 教材費　420円～460円（月）

その他費用　実費 ※給食費は食数による。 ※詳細はお問い合わせください。

土曜日・日曜日・祝日

一日の流れ

入園式　
職員数（園長・副園長・主任教諭・
教諭・職員・臨時教員等）避難訓練　内科健診

歯科健診　園外保育　観劇会

保育参観　七夕　

盆踊り会

始業式　避難訓練 （曜日・内容等）
ＨＰにて公開

運動会　いもほり遠足

園外保育　勤労感謝の日参観

保育参観　 　　　　　　　（木曜日）

クリスマス会　園内サッカー大会 有　　　・　　　無　　　・　応相談

始業式 ※詳細　栄養士と連絡をとり、そのお子さんに対応した給食となるよう配慮

学芸会 無

 7時30分～19時00分
（夏休み・冬休み・春休み）

※詳細はお問い合わせください。

保育参観　お別れ遠足　お別れ会 各クラスで役員を選出。役員会は年間5回

卒業式

 (土曜日、日曜日、祝日、12/29～1/3)

保育終了後～19時00分 7時30分～ 8時00分
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住所 川口市南鳩ヶ谷３－９－１

ＴＥＬ 048-284-0162

FAX 048-284-0173

URL http://www.yahagi.ed.jp

創立年 昭和４８年３月

アクセス ≪最寄駅≫

費用 入園時費用 ※川口市在住の園児保護者には入園後、市より入園料の補助制度有

入園料

入園後費用（毎月の費用等） ※施設等利用給付認定を受けることで、保育料が一定額まで無償化されます。

保育料（月）

制服 定員（総定員　　　名） 入園迄の手続き

保育時間 開園 8時30分 年長 3 クラス 見学会・説明会

閉園 14時00分 年中 3 クラス 願書配布 10月15日

長期休暇 夏季、冬季、春季休暇 年少 3 クラス 願書受付 11月1日

その他の休園日 満３歳児 クラス 入園面接 11月上旬

主な年間行事 制服教材販売 1月中旬

4月 1日入園 3月上旬

5月 入園式 4月上旬

6月 22 名

７月

8月 昼食 未就園児への取組み 有　・　無

9月 給食　週 4～5 回

10月

11月 お弁当　週 0～１ 回

12月

1月 アレルギー対策

2月

3月 障害児受入れ

父母会の活動

親の自主活動 無

預かり保育 有・無 除外日

時間 早朝保育 延長保育

平日 有・無 18時00分～１９時00分

土曜日 有・無

長期休暇 有・無 8時30分～18時00分　※早朝保育、延長保育は上記と同じです。

その他

32
学校法人　やはぎ学園

やはぎ幼稚園
問合せ先　担当者名 副園長　矢作　真一

代表者名 理事長　矢作　藤吉　　　園長　矢作　元美

SR南鳩ケ谷駅から徒歩２分

バス送迎の有無 有　　　・　　　無

教育方針・教育目標・特色

・のびのびとした保育

・ひとりひとりを大切にする保育

年長（　90,000円　）　年中（　90,000円　）　年少（　90,000円　）

入園選考料（手数料）　　　　　　0円 制服代　約30,000円 入園時教材費　　約7,000円

その他費用　　　　　　　円 ※詳細はお問い合わせください。

年長（　25,900円　）　年中（　25,900円　）　年少（　26,400円　）　

給食費　        　円 冷暖房費　　　　　　　　円

バス代（利用者のみ）　3,600円（月） 教材費　　　　　　　円

その他費用　　　　　　　円 ※詳細はお問い合わせください。

有　　　・　　　無

土曜日・日曜日・祝日

一日の流れ

入園式　始業式
職員数（園長・副園長・主任教諭・
教諭・職員）親子遠足　健康診断　保育参観 登園

保育参観 ↓

七夕まつり　盆踊り大会 自由遊び

夏期保育 ↓

防災訓練 一斉活動 （曜日・内容等）
無料、ホームページ参照

運動会 ↓

園外保育 昼食

クリスマス会　もちつき大会 ↓ ※給食週5回と選択可能

観劇会 自由遊び 有　　　・　　　無　　　・　応相談

お遊戯会 ↓

お別れ会　卒園式 降園 応相談

後援会

※詳細はお問い合わせください。

　（ 年末年始・夏期休業（お盆）３～４日間 ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

14時00分～18時00分 7時30分～8時30分

（夏休み・冬休み・春休み）
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住所 川口市里１１５５－５

ＴＥＬ 048-284-6010

FAX 048-286-3720

URL

理事長　矢作　哲也　　　　園長　矢作　智子　

創立年 昭和49年4月

アクセス ≪最寄駅≫

あかるく　なかよく　すこやかに　の教育目標を掲げ

こどもにとって、楽しい幼稚園を心がけています。

費用 入園時費用 ※川口市在住の園児保護者には入園後、市より入園料の補助制度有

入園料

入園選考料
（手数料）

0 円 制服代 円 入園時教材費 円

その他費用 円 ※詳細はお問い合わせください。

入園後費用（毎月の費用等） ※施設等利用給付認定を受けることで、保育料が一定額まで無償化されます。

保育料（月）

※詳細はお問い合わせください (ホームページをご覧ください。)

制服 定員（総定員　　　名） 入園迄の手続き

保育時間 開園 8時00分 年長 3 クラス 見学会・説明会 随時

閉園 14時00分 年中 3 クラス 願書配布 10月15日～

長期休暇 年少 3 クラス 願書受付 11月1日

その他の休園日 土日祝日 満３歳児 クラス 入園面接 11月1日

主な年間行事 入園許可 11月1日

4月 制服教材販売 1月

5月 体験入園 2月

6月 23 名 入園式 4月上旬

７月

8月 昼食 未就園児への取組み 有

9月 給食　週 4 回

10月

11月 お弁当　週 1 回

12月

1月 アレルギー対策

2月

3月 障害児受入れ

父母会の活動

親の自主活動 無

預かり保育 有・無 除外日

平日 有・無

早朝保育 有・無 ８時００分～

土曜日 有・無  (ホームページをご覧ください。)

長期休暇 有・無

その他 ※詳細はお問い合わせください。

14時00分～18時00分

8時００分～18時00分
（夏休み・冬休み・春休み）

↓ 後援会

延長保育降園

 (土・日曜日、年末年始、お盆の３日間程度)

作品展　豆まき ↓ ※詳細　保護者と相談

ひなまつり会　お別れ会　卒園式 降園 応相談

おゆうぎ会　もちつき　クリスマス会 ↓

始業式 保育（自由あそび） 有　　　

夏期保育 ↓

保護者会 保育    活動 （曜日・内容等）
ホームページで公開

運動会　園外保育 ↓

バザー　保育参観 昼食

職員数（園長・主任教諭・教諭・職
員・補助職員等）遠足　健康診断 登園

衣替え　おやこ教室 ↓

七夕まつり　お泊り保育　すいか割り 自由あそび

その他費用　　　　　　　円

有　　　・　　　無

夏季、冬季、春季休暇

一日の流れ

入園式

年長（　80,000円　）　年中（　80,000円　）　年少（　80,000円　）　満３歳児（　80,000円　）

年長（　25,700円　）　年中（　25,700円　）　年少（　25,700円　）　 満３歳児（　25,700円　）

給食費　　　　　　　円 冷暖房費　　　　　　　円

バス代（利用者のみ）　  3,500　円 教材費　　　　　　　円

代表者名

 SR鳩ヶ谷駅西口から徒歩５分

バス送迎の有無 有　　　・　　　無

教育方針・教育目標・特色

33
学校法人　鳩ヶ谷学園

さと幼稚園 https://www.sato-youchien.com

問合せ先　担当者名 理事長　矢作　哲也
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住所 川口市戸塚東３－８－２５

ＴＥＬ 048-296-0280

FAX 048-296-0280

URL

園長　佐々木　政子

創立年 昭和５１年４月

アクセス ≪最寄駅≫ 東川口駅から徒歩２０分

調和のとれた人格形成をめざし、

知育・徳育・体育を教育の基盤としています。

「あかるく・なかよく・げんきよく」を指導の指針とします。

費用 入園時費用 ※川口市在住の園児保護者には入園後、市より入園料の補助制度有

入園料

入園後費用（毎月の費用等） ※施設等利用給付認定を受けることで、保育料が一定額まで無償化されます。

保育料（月）

制服 定員（総定員　　　　　　名） 入園迄の手続き

保育時間 開園 8時00分 年長 3 クラス 願書配布 10月15日

閉園 15時00分 年中 3 クラス 見学会・説明会 ９～10月頃

長期休暇 夏季、冬季、春季休暇 年少 3 クラス 願書受付 11月1日

その他の休園日 満３歳児 クラス 入園面接 11月初旬

主な年間行事 制服教材販売 12月中旬

4月 1日入園 3月上旬

5月 8:00 順次登園 入園式 4月

6月 ↓ 20 名位

７月 自由遊び

8月 ↓ 昼食 未就園児への取組み 有　・　無

9月 9:30 一斉活動　 給食　週 4 回

10月 ↓

11月 12:00 給食 お弁当　週 1 回

12月 ↓

1月 自由遊び アレルギー対策

2月 ↓

3月 13:30 順次降園 障害児受入れ

父母会の活動

親の自主活動 無

預かり保育 有・無 除外日

時間 料金

平日 有・無

土曜日 有・無

長期休暇 有・無

その他

34
学校法人　峯徳学園

東川口幼稚園 http://www.higashi-kawaguchi-youchien.ed.jp/

問合せ先　担当者名

代表者名 理事長　峯岸　正教　　　　　園長　佐々木　政子

バス送迎の有無 有　　　・　　　無

教育方針・教育目標・特色

年長（　45,000円　）　年中（　90,000円　）　年少（　90,000円　）　満３歳児（　　　　　　円　）

入園選考料（手数料）　　　　0円 制服代　　約27,000円 入園時教材費　　約13,000円

その他費用　　　　　　　円 ※詳細はお問い合わせください。

年長（　25,700円　）　年中（　25,700円　）　年少（　25,700円　）　 満３歳児（　 　　　　　円　）

給食費　300円（日） 暖房費　3,000円（年）

バス代（利用者のみ）　3,000円（月） 教材費　420円～460円（月）

その他費用　　　　　　円 ※詳細はお問い合わせください。

有　　　・　　　無

土曜日・日曜日・祝日

一日の流れ

入園式　
職員数（園長・主任教諭・教諭・職
員・補助職員等）内科健診　避難訓練

歯科健診　園外保育

保育参観　夏期保育（盆踊り会）

夏期保育（ヨーヨーつり等）

始業式　避難訓練 （曜日・内容等）
ＨＰにて公開

運動会　いもほり遠足

園外保育　勤労感謝の日参観

保育参観　クリスマス会 （木曜日）

15時00分～19時00分 400円/１時間　月極 20,000円 7時30分～8時00分　　200円

始業式 有　　　・　　　無　　　・　応相談

学芸会　園内サッカー大会 ※詳細　そのお子さんに対応した給食となるよう配慮。

保育参観　お別れ遠足 無

7時30分～19時00分 400円/１時間　月極 20,000円

（夏休み・冬休み・春休み）

※詳細はお問い合わせください。

お別れ会　卒業式 各クラスで役員を選出。役員会は年間3～5回

（土曜日・日曜日・祝日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

早朝保育
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住所 川口市東本郷７０９－３

ＴＥＬ 048-284-5675

FAX 048-284-5675

URL http://www.matsubara.ed.jp/

創立年 昭和５３年２月

アクセス ≪バス停≫ 新郷支所前から徒歩２分

費用 入園時費用 ※川口市在住の園児保護者には入園後、市より入園料の補助制度有

入園料

　※詳細はお問い合わせください。

入園後費用（毎月の費用等） ※施設等利用給付認定を受けることで、保育料が一定額まで無償化されます。

保育料（月）

制服 定員（総定員　　　名） 入園迄の手続き

保育時間 開園 8時50分 年長 2 クラス 見学会 随時

閉園 14時00分 年中 2 クラス 願書配布 10月15日

長期休暇 年少 2 クラス 願書受付 11月1日

その他の休園日 満３歳児 クラス 入園許可 11月1日

主な年間行事（予定…状況により変更があります） 入園面接 12月中旬

4月 8:00 前後 バス出発 制服教材注文・購入 12月中旬

5月 ～ 8:50  徒歩通園者 1日入園 3月上旬

6月 ～10:00 自由遊び 22 名 入園式 別途案内

７月

8月 昼食 未就園児への取組み 有　・　無

9月 給食　週 4 回

10月 12:00 昼食

11月 お弁当　週 1 回

12月 13:00 自由遊び

1月 アレルギー対策

2月 14:00 降園バス

3月 障害児受入れ

父母会の活動

親の自主活動

預かり保育 有・無 除外日

時間 早朝保育

平日 有・無

土曜日 有・無

長期休暇 有・無

その他

バス送迎の有無 有　　　・　　　無

35
学校法人　小沢学園

新郷松原幼稚園
問合せ先　担当者名 事務　長谷川　順子

代表者名 理事長　小澤　隆治　　　園長　平井　直子

方針・・・明るく元気に素直に伸びよう

年長（　90,000円　）　年中（　90,000円　）　年少（　90,000円　）　満３歳児（　90,000円　）

※兄弟・姉妹が同時入園の場合、減免制度あり

目標・・・健康・自立・協力・創造・感謝が目標、たくさん遊び、のびのびした教育・援助をしています。

特色・・・《食育》に力を入れています

入園選考料（手数料）　　　　　　　円 制服代　　　　　　　円 入園時教材費　　　　　　　円

『じゃがいも』　『玉ねぎ』　『にんじん』　『とまと』　『大根』　『さつまいも』　の　種まきや苗
植えをし、自然に触れながら農作物の世話や収穫体験、クッキングを通し＜食＞に対す
る意識を高め食文化の継承も行っています。

その他費用　　　　　　　円 ※詳細はお問い合わせください。

年長（　25,700円　）　年中（　25,700円　）　年少（　25,700円　）　 満３歳児（　27,000円　）

給食費　　　　　　　円 冷暖房費　　　　　　　円

バス代（利用者のみ）　　　　　　　円 教材費　　　　　　　円

その他費用　　　　　　　円 ※詳細はお問い合わせください。

有　　　・　　　無

夏季、冬季、春季休暇

土曜日・日曜日・祝日・創立記念日2/28・県民の日11/14

一日の流れ

入園式　進級式　父母会総会
職員数（園長・主任教諭・教諭・職
員・臨時教員等）遠足　とまと栽培　たけのこ山散策

土曜参観　梅の収穫　カレーパーティー

お泊り保育　夕涼み会　とまと収穫

夏期保育 主たる保育　

お月見会 （曜日・内容等）
火・水・木・金曜日のいずれか
　　　　　　　　　　　　（週２回のコースもあり）
園生活の基礎となる生活習慣を覚えることを
目的として、製作・運動等を行います。
詳細はお問い合わせください。

運動会　芋掘り　ピザパーティー

バザー　入園願書受付

餅つき　クリスマス会　希望面談

大根のお味噌汁パーティー 有　　　・　　　無　　　・　応相談

音楽会　豆まき　保育参観　お別れ遠足

じゃがいもの種いも植え　ひな祭り会 応相談

7時30分～19時00分
（夏休み・冬休み・春休み）

※詳細はお問い合わせください。

保育参観　卒園式 園行事の手伝い

 (土曜日、日曜日、祝日、お盆を含む前後1週間、年末年始)

14時00分～19時00分 7時30分～9時00分
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住所 川口市芝園町３－１６－１

ＴＥＬ 048-269-2221

FAX 048-269-2621

URL

創立年 昭和５４年２月 芝園分室

アクセス ≪最寄駅≫ 蕨駅から徒歩８分

費用 入園時費用 ※川口市在住の園児保護者には入園後、市より入園料の補助制度有

入園料

入園後費用（毎月の費用等） ※施設等利用給付認定を受けることで、保育料が一定額まで無償化されます。

保育料（月）

制服 定員（総定員　　　名） 入園迄の手続き

保育時間 開園 7時30分 年長 2 クラス 園見学 要予約

閉園 19時00分 年中 2 クラス 説明会 10月中旬

長期休暇 夏季、冬季、春季休暇 年少 2 クラス 願書配布 10月15日

その他の休園日 満３歳児 願書受付 11月1日

主な年間行事 入園許可 11月1日

4月 　7:30
登園開始
バス園発 制服教材販売 11月下旬（注文日）

5月 　8:30 開門 入園面接 1月上旬

6月 10:00 保育開始 16 名 1日入園 2月下旬

12:00 給食 昼食 入園式 4月7日前後

７月 13:00 自由遊び 給食　週 5 回 未就園児への取組み 有　・　無

8月 13:30 お帰り準備 お弁当　週 0 回

9月 14:00 降園

10月

11月

12月 16:00 閉門 アレルギー対策

1月 課外バス出発

2月 19:00 延長保育 障害児受入れ

3月 終了 後援会の活動

その他 親の自主活動

預かり保育 有・無 除外日

時間 料金

平日 有・無

土曜日 有・無

長期休暇 有・無 1,200円

その他

（剣道・学研かがくルーム・英語

バレエ・サッカー・バトン・体操

課外教室　月４０００円

36
学校法人　川口石川学園

芝園幼稚園 http://www.ishikawa-kindergarten.ed.jp/shibazono

問合せ先　担当者名 園長　石川　貴洋

代表者名 理事長　石川　千世　　　園長　石川　貴洋

バス送迎の有無 有　　　・　　　無

教育目標‥①純真な精神　②たくましい心身　③情操教育と個性の尊重

内　容・・本園では、健康・人間関係・環境・言葉・表現に力を入れ年齢に応じた保育を行っております。
その実践にあたっては、整備された体育施設や鉄棒、跳び箱、縄跳び、バトン、プール等を十分に活用
して体力の向上に努め、ピアニカ・リトミックで音感を養い、リズム体操で機敏な判断力を育てる。「体操」
「リトミック」「バトン」の専任講師による授業、毎日の楽しい「英語」学習、また、自由遊び、共同製作・動植
物とのふれあいや各行事等で自由に表現させて自立心と人間関係をよくする。さらに、文字あそび、ソロ
バンの指導を通して、読む、書く、計算の基礎をつくり、小学校への就学に備えます。

年長（　100,000円　）　年中（　100,000円　）　年少（　100,000円　）　満３歳児（　100,000円　）

入園選考料（手数料）　　　　　　　円 制服代　　　　　　　円 入園時教材費　　　　　　　円

その他費用　5,500円 ※詳細はお問い合わせください。

年長（　25,700円　）　年中（　25,700円　）　年少（　25,700円　）　 満３歳児（　　25,700円　）

給食費　　１食　３５０　円 冷暖房費　5,000円（年）

バス代（利用者のみ）　4,000円（月） 教材費　19,200円（年）

その他費用　　　　　　　円 ※詳細はお問い合わせください。

有　　　・　　　無

土曜日・日曜日・祝日
年少のクラス
に入ります。

一日の流れ

入園式　新入園児歓迎会 職員数（園長・主任教諭・教諭・職
員・補助職員等）

縦割り保育　園外保育　カレーの日

定期健康診断　田植え（長）　プール

保育参観　はじめてのおつかい（中）

七夕の集い　夏祭り　宿泊保育（長）

預かり保育　夏季保育 火曜日・金曜日9:40～10:55　11:05～12:20
４クラス（各クラス１２名ほど）
年間３０回行ないます。
前・後期各12,000円（入会金3,000円）

歌・制作・母子分離・ﾄｲﾚﾄﾚｰﾆﾝｸﾞなど、子育
て経験豊かな教諭が授業をいたします。

遠足（親子）　親子運動日

運動会　ふれあい動物園　稲刈り（長） 課外教室（10ｸﾗｽ）開始

ﾊﾛｳｨﾝ（少）　表敬訪問（長） 延長保育開始

　餅つき　バザー 放課後遊び開始 美術・書道・音楽）

クリスマス会　焼きそばの日 有　　　・　　　無　　　・　応相談

保護者会　正月遊び　シチューの日 ※詳細　毎月の給食の食材を家庭に連絡し対応する。

節分の集い　発表会 応相談

とん汁の日　卒業式　謝恩会 講演会活動・バザー等

毎月1回お誕生日会

　7時30分～19時00分
（夏休み・冬休み・春休み）

※詳細はHP、お電話にてお問い合わせください。

 (行事日、行事準備日、お盆休み、年末年始休み)

早朝保育

14時00分～19時00分 700円 7時30分～8時30分　　0円
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住所 川口市安行領家１１９３

ＴＥＬ 048-296-7747

FAX 048-294-8833

URL https://angyouyouchien.com/

 　

創立年 昭和５４年４月

アクセス ≪最寄駅≫

≪バス停≫

心身ともに健康で、将来に向けて力強く生活していける子どもに育って　

ほしいと願い心と体の調和の取れた発達を図りながら、園児一人一人を大切に保育できるように努めている。

費用 入園時費用 ※川口市在住の園児保護者には入園後、市より入園料の補助制度有

入園料

入園後費用（毎月の費用等） ※施設等利用給付認定を受けることで、保育料が一定額まで無償化されます。

保育料（月）

制服 定員（総定員　　　名） 入園迄の手続き

保育時間 開園 8時30分 年長 2 クラス 見学会 ４   ５月

閉園 14時30分 年中 2 クラス 願書配布 10月15日

長期休暇 夏季、冬季、春季休暇 年少 2 クラス 願書受付 11月1日

その他の休園日 満３歳児 クラス 入園面接 　　-

主な年間行事 入園許可 11月1日

4月 制服教材販売 11月中旬

5月

6月 16 名

７月

8月 昼食 未就園児への取組み 有　・　無

9月 給食　週 5 回

10月

11月 お弁当　週 0 回

12月

アレルギー対策

1月

2月 障害児受入れ

3月 父母会の活動

14:30 順次降園 親の自主活動

預かり保育 有・無 除外日

時間 料金

平日 有・無

土曜日 有・無

長期休暇 有・無

その他
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学校法人　安行学園

安行幼稚園
問合せ先　担当者名 中山

代表者名 理事長・園長　中山　弘

ＳＲ戸塚安行駅から徒歩２０分

川口緑化センターから徒歩７分

バス送迎の有無 有　　　・　　　無

教育方針・教育目標・特色

教育目標…①健康な体の子　　②健全な心の子　③思いやりのある子

年長（　90,000円　）　年中（　90,000円　）　年少（　90,000円　）　満３歳児（　　　　　　　円　）

入園選考料（手数料）　0円 制服代　　　　　　　円 入園時教材費　　　　　　　円

その他費用　　　　　　　円 ※詳細はお問い合わせください。

年長（　26,000円　）　年中（　26,000円　）　年少（　26,000円　）　 満３歳児（　　　　　　　円　）

給食費　330円（１食）※お茶代含む 　　　冷暖房費　500円（月）

バス代（利用者のみ）　　3,300円（月） 　　　教材費　   700円（月）

その他費用　　　　　　　　　　　円 ※詳細はお問い合わせください。

有　　　・　　　無

土曜日・日曜日・祝日・創立記念日12/12

一日の流れ

入園式　春の遠足　保育参観 　8:05
職員数（園長・主任教諭・教諭・職
員・補助職員等）健康診断　プール活動開始 園バス出発・順次登園

土曜参観　じゃがいも堀り ↓
随時対応致しますのでお問い合わせ下さい

七夕まつり　お泊まり保育 戸外遊び・安全確認指導等

夏季保育 ↓

運動会 朝会･体操 （曜日・内容等）

さつまいも堀り　カレーライス会 ↓ 未就園児教室開催（週１回程度）

マラソン大会 組別保育

生活発表会　おもちつき会 ↓

クリスマス会 昼食 有　　　・　　　無　　　・　応相談

お店屋さん ↓ ※詳細　給食にて対応

豆まき　保育参観 戸外遊び 要相談

お別れ会　お別れ遠足　卒園式 ↓ 各行事の援助等

（夏休み・冬休み・春休み）

※詳細はお問い合わせください。

 (　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

8時15分 ～ 8時30分
14時30分 ～ 17時30分

無料
500円

8時15分～17時30分 800円～1,200円
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住所 川口市本蓮３－２－１５

ＴＥＬ 048-282-3434

FAX 048-287-0191

URL

副園長　平林　仁

創立年 平成１６年４月

アクセス

費用 入園時費用 ※川口市在住の園児保護者には入園後、市より入園料の補助制度有

入園料

入園後費用（毎月の費用等） ※施設等利用給付認定を受けることで、保育料が一定額まで無償化されます。

保育料（月）

その他費用

制服 定員（総定員　　　名） 入園迄の手続き

保育時間 開園 7時00分 年長 2 クラス 見学日・説明会 随時

閉園 18時00分 年中 2 クラス 願書配布 10月15日

長期休暇 夏季、冬季、春季休暇 年少 2 クラス 願書受付 11月1日

その他の休園日 満３歳児 1 クラス 入園面接 11月1日

主な年間行事 入園許可 11月1日

4月

5月

6月

７月

8月 昼食 未就園児への取組み 有　・　無

9月 給食　週 4 回

10月

11月 お弁当　週 1 回

12月

1月 アレルギー対策 有　　　・　　　無　　　・　応相談

2月

3月 障害児受入れ

父母会の活動

親の自主活動 行事の手伝いなど

預かり保育 有・無 除外日

時間 料金

平日 有・無

土曜日 有・無

長期休暇 有・無

時間 料金

平日 有・無

土曜日 有・無

長期休暇 有・無

その他

https://singominamiyotien.wixsite.com
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学校法人　平林学園

新郷南幼稚園
問合せ先　担当者名

代表者名 理事長　平林　昇　　　園長　野口　松雄

ホームページ参照（「新郷南幼稚園」で検索）

バス送迎の有無 有　　　・　　　無

教育方針・教育目標・特色

本園の教育目標は「心身ともに健康で、明るくたくましい子ども」。
21世紀をになう子どもたちに必要なのは、強い身体と強い意志、そして豊かな創造性です。
いたずらに知識をつめこんで頭でっかちな子どもではなく、健康で明るくたくましい子どもに育てます。

年長（　90,000円　）　年中（　90,000円　）　年少（　90,000円　）　満３歳児（　90,000円　）

入園選考料（手数料）　0円 制服代　約40,000円 入園時教材費　約7,000円

その他費用　　　　　　　円 ※詳細はお問い合わせください。

年長（　26,000円　）　年中（　26,000円　）　年少（　26,000円　）　 満３歳児（　26.000円　）

給食費（休み返金）　4,193円（月） 施設維持費　550円（月）

バス代（利用者のみ）　3,300円（月） 教材費（年中・年長）　1,100円（月）

絵本430円、保険248円、父母の会550円、卒業準備金（年長）1,600円

※詳細はお問い合わせください。

有　　　・　　　無

土曜日・日曜日・祝日

一日の流れ

入園式　始業式　個人面談
職員数（園長・主任教諭・教諭・職員・補
助職員等）保育参観　親子遠足

創立記念日　保育参観　水遊び 園長・副園長・教職員名　　16名

七夕祭り　終業式　お泊り保育 新郷南幼稚園 その他バス運転手・講師等　　6名

夏休み ↓

始業式　遠足 　ホームページ参照 （曜日・内容等）
「にこにこくらぶ」
○　入会金　3,000円　１回　500円
　定員50名

運動会　園外保育

バザー

発表会　餅つき　終業式　新園舎完成

冬休み　始業式

節分豆まき　お別れ遠足

ひな祭り　お別れ会　卒業式 実績有

有

 (　　　日曜日、祝日、お盆休み、お正月休み、3月下旬（一週間）　　)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

○月極預かり
 ≪年間を通して保護者と契約≫

 ○早朝保育

14時30分～17時00分 月極 13,000円  7時00分～8時00分　 月極 13,000円＋別途 月極2,000円

7時00分～17時00分 月極 13,000円＋別途 １日500円  ○夜間保育

8時00分～17時00分 月極 13,000円  17時00分～18時00分　月極 13,000円＋別途 月極2,000円
（夏休み・冬休み・春休み）

○一日保育
 ≪一時的な預かり保育≫

 ○早朝保育

14時30分～17時00分 １日 1,000円  7時00分～8時00分　 １日　500円

（夏休み・冬休み・春休み）

※詳細はお問い合わせください。

7時00分～17時00分 １日 2,000円  ○夜間保育

8時00分～17時00分 １日 2,000円  17時00分～18時00分　１日　500円
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住所

ＴＥＬ

URL

E-mail

費用 入園時費用 ※川口市在住の園児保護者には入園後、市より入園料の補助制度有 ※詳細はお問い合わせください。

入園料

入園後費用（毎月の費用等）

保育料（月）

バス代（利用者のみ）　3,４00円（月）

基本教材費　１，４００円程度（月） その他費用　3,４00円（年間バス車両維持費、バス利用者のみ）

制服 有　　　・　　　無 入園迄の手続き

保育時間 開園 8時00分 見学会 随時

閉園 19時00分 説明会 9月・10月

願書配布 10月15日

願書受付・面接 11月1日

主な年間行事 制服販売 12月

4月 １日入園 2月

5月 入園式 4月上旬

6月

７月 100 名

8月 未就園児への取組み 有　・　無

9月 給食　　 毎日

10月

11月 お弁当　月 1 回程度

12月

1月 アレルギー対策

2月

3月 障害児受入れ

父母会の活動

その他

預かり保育 有・無

時間 料金

平日（1日保育） 有・無

平日（半日保育） 有・無

土曜日 有・無

長期休暇 有・無

その他

認１
学校法人　清新義塾

川口市柳根町２－１１

048-266-9439　    

川口ふたばこども園 http://www.k-futaba.com

yoiko@k-futaba.com

本ページは幼稚園部分（１号認定）の内容となります。保育所部分（２、３号認定）とは内容が異なる場合がございますので、
保育所部分の詳細については、園へお問い合わせください。

問合せ先　担当者名 施設長　田村　真人

代表者名 理事長・園長　新藤　義孝

創立年
昭和４４年～　学校法人川口ふたば幼稚園
令和　2年～　学校法人清新義塾川口ふたばこども園

アクセス ≪バス停≫ ①蕨駅・西川口駅・東浦和駅より国際興業バス

　「伊刈消防署前」下車徒歩０分

バス送迎の有無 有　　　・　　　無

教育方針・教育目標・特色　　　

川口市第一号となる「幼保連携型認定こども園」です。令和2年4月より、新しくデザインされ
た園舎と1,700㎡の広い園庭、ヨーロッパ製遊具、森のアスレチックを整備しました。
25メートル屋内温水プールによる年間水泳授業、外国人講師による英会話授業、年長マー
チングやリリアでの音楽発表会など、子どもたちの感性と知性を伸ばす独自のカリキュラムを
行います。専任栄養士による自園調理の給食で、食育にも力を入れています。
「たくましい体と優しい心」を育みつつ、様々な子育てニーズに対応する総合教育機関です。

年長（　90,000円　）　年中（　90,000円　）　年少（　90,000円　）　満３歳児（　90,000円　）

事務手続費　3,000円

施設維持費　8,000円 ※兄弟姉妹が同時に入園される場合は、お1人分のみ入園料の２分の１（45,000円）を減額いたします。

※幼児教育・保育の無償化により無償となります（教育・保育給付認定が必要となります）。

教育充実費　４，６００円（英語・体操・音楽・水泳授業指導料、図書費、保健衛生費、園外保育バス利用料を含みます。）

給食費　5,500円（月） 光熱水費　　 8,000円（年2回）

利用定員　（うち１号認定定員）

（早朝保育） ３歳児　１５０人（１２５人）

（預かり保育） ４歳児　１５０人（１２５人）

長期休暇 夏季、冬季、春季休暇 ５歳児　１５０人（１２５人）

その他の休園日 土曜日・日曜日・祝日・年末年始12/29～１/3 合計　　４５０人（３７５人）

(コロナ状況により変更有） 一日の流れ

入園式　父母会 ８：３０～１０：００
職員数（園長・副園長・施設長・保
育教諭・保育補助・スイミング指導
員・事務・運転士・看護師・栄養

士・調理員等）

遠足（少・中・長）　 登園・自由遊び

パパ・ママ参観 １０：００～１１：３０

一泊保育（長） リトミック　音楽

夏期保育（全園児）夏祭り プール　製作等

１１：３０～１２：３０ （曜日・内容等）
・あっぷるるーむ　（2歳児）…週1回
・ピヨピヨルーム 　（1歳児）…月2回
・ぶどうぐみ　　　　（2歳児）…週3回
・いちごぐみ　　　 （2歳児）…週2回

運動会　芋掘り　 昼食 （自園調理）

おかいものごっこ １２：３０～１３：２０

生活発表会　お餅つき 自由遊び・後片付け

１３：２０～１４：００ 有　　　・　　　無　　　・　応相談

音楽発表会 降園準備

8時00分～8時30分

12時00分～19時00分
レギュラークラス　 2,000円/月
デイクラス　　　　　　 200円/日

 8時30分～18時00分

自由参観　卒園式 14:00

降園 「ふたば会」による主要行事のお手伝い

 8時30分～19時00分
レギュラークラス　18,000円/月
デイクラス　　　　　2,100円/ 日

（夏休み・冬休み・春休み）

※詳細はお問い合わせください。

ドルフィン・スイミングクラブ、サッカー、体操クラブなど

早朝保育

1４時３0分～19時00分
レギュラークラス　 18,000円/月
デイクラス　　　　　　1,600円/日（1日保育後）

　　　　　　　　　　  　1,900円/日（半日保育後）

川口ふたばこども園
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昭和４０年３月

アクセス ≪最寄駅≫

≪バス停≫

費用 入園時費用 ※川口市在住の園児保護者には入園後、市より入園料の補助制度有

入園料

入園後費用（毎月の費用等）

保育料（月）

制服 定員（総定員　　　名） 入園迄の手続き

保育時間 開園 8時30分 年長 2 クラス 見学会・説明会 10月17・18日

閉園 14時15分 年中 2 クラス 願書配布 10月17日

長期休暇 夏季、冬季、春季休暇 年少 2 クラス 願書受付 11月1日

その他の休園日 満３歳児 クラス 入園許可 11月1日

主な年間行事 入園面接 11月24日

4月 入園式 制服採寸 11月24日

5月 健康診断 1日入園 2月24日

6月 17 名 入園式 4月上旬

７月 昼食 未就園児への取組み 有　・　無

8月 給食　週 5 回

9月

10月 お弁当　週 0 回

11月

12月 アレルギー対策

1月

2月 障害児受入れ

3月 父母会の活動

預かり保育 有・無 除外日

時間 早朝保育

平日 有・無

土曜日 有・無

長期休暇 有・無

その他

048-281-3514

みのりこども園 FAX 048-281-3028

URL http://www.minori-child.net/

本ページは幼稚園部分（１号認定）の内容となります。保育所部分（２、３号認定）とは内容が異なる場合がございますので、
保育所部分の詳細については、園へお問い合わせください。

問合せ先　担当者名 山田　路子

代表者名 理事長　野口　清　　　園長　山田　路子

認２
学校法人　松陰学園

住所 川口市鳩ヶ谷本町４－８－２８

ＴＥＬ

創立年

SR鳩ヶ谷駅から徒歩約15分

鳩ヶ谷本町1丁目から徒歩10分　サンテピアから徒歩5分

バス送迎の有無 有　　　・　　　無

教育方針・教育目標・特色
聖書の教えを基本に、神を敬い、人や動物、自然を愛し感謝する心を育てます。一人一人の発達に即し、子どもの個性
をゆたかに伸ばします。遊びを通してさまざまな体験をし、自分で判断し行動する子どもに育てます。園内調理の温かく、
おいしい給食が園児や保護者に喜ばれ、園児の健康作りに役立っています。英語・体操・音楽・鼓笛に力をいれていま
す。ひとりひとりに目が行き届くきめの細かい保育を行っています。

年長（　50,000円　）　年中（　90,000円　）　年少（　90,000円　）　満３歳児（　90,000円　）

入園選考料（手数料）　0円 制服代　約27,000円 入園時教材費　約8,500円

その他費用　　　　　　　 ※詳細はお問い合わせください。

※幼児教育・保育の無償化により無償となります（教育・保育給付認定が必要となります）。

給食費　5,300円 冷暖房費　5,000円（年） 施設設備利用料　800円（月）

バス代（利用者のみ）　3,500円（月） 教材費　　　　　　　円

その他費用　　　　　　　 ※詳細はお問い合わせください。

有　　　・　　　無

土曜日・日曜日・祝日等

一日の流れ 満3歳児入園についてはお問い合わせくださ

い。

登園

職員数（園長・主任教諭・教諭・職
員・補助職員等）↓

保育参観　プールびらき 自由遊び

七夕　バザー ↓

夏期保育　キャンプファイヤー 朝の集まり （曜日・内容等）月２回

詳細はお問い合わせ下さい。
運動会 ↓ （園内調理による手作り給食）

親子遠足　お芋掘り 一斉活動

作品展　収穫感謝祭 ↓

クリスマス会 昼食 有　　　・　　　無　　　・　応相談

↓ ※詳細　個々のアレルギーの状況に応じて、対処をする。場合によっては代替の副食を持参して頂く。

おゆうぎ会　お別れ遠足 自由遊び 応相談

卒園式 ↓ 有

帰りの集まり　降園

※料金は利用時間等によって、変動します。詳細は園へお問い合わせください。

 (入園式、8月第３週、運動会振替休園日、親子遠足日、親子で参加する行事日、年末年始、卒園式)

14時15分～18時30分 7時30分～8時30分

7時30分～18時30分
（夏休み・冬休み・春休み）

みのりこども園
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住所 川口市前川１－６－１９

ＴＥＬ 048-266-3491

FAX 048-267-4136

URL http://www.seisen-kids.com

創立年 昭和４１年３月

アクセス ≪バス停≫ 前川三丁目からすぐ

子供たち個々の持ち味を生かし、のびのびと園生活を

送ってもらえるよう心がけています。

費用 入園時費用 ※川口市在住の園児保護者には入園後、市より入園料の補助制度有

入園料

入園後費用（毎月の費用等）

保育料（月）

制服 定員（総定員　354名） 入園迄の手続き

保育時間 開園 8時30分 年長 3 クラス 見学会・説明会 ホームページ掲載

閉園 14時00分 年中 3 クラス 願書配布 10月15日

長期休暇 夏期、冬期、春期休暇 年少 3 クラス 願書受付 11月1日

その他の休園日 満３歳児 クラス 入園面接 11月上旬

主な年間行事 入園許可 11月上旬

4月 1日入園 2月中旬

5月 制服教材販売 2月下旬

6月 27 名 入園式 4月上旬

７月

8月 昼食 未就園児への取組み 有　・　無

9月 給食　週 5 回

10月

11月 お弁当　週 回

12月

1月 アレルギー対策

2月

3月 障害児受入れ

父母会の活動

親の自主活動

預かり保育 有・無 除外日

時間 料金 早朝保育

平日 有・無 600円

土曜日 有・無

長期休暇 有・無 1,500円

その他

8時30分～17時30分
（夏休み・冬休み・春休み）

※詳細はお問い合わせください

 (　　　　年度末始・年末年始　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

14時00分～17時30分 8時00分～8時30分　　100円

(昼食・おやつ代を含む)

お別れ会　修了式　卒園式 降園 応相談

園外保育　保育参観 自由遊び 有　　　・　　　無　　　・　応相談

節分　お別れ遠足　みんなの発表会 ↓

始業式 一斉活動 （曜日・内容等）
不定期

運動会　音楽交歓会 ↓

遠足　七五三　造形交歓会 昼食

もちつき　クリスマス ↓

保育参観 ↓

七夕　夏期保育 自由遊び

夏期保育 ↓

その他費用　　　　　　　円 ※詳細はお問い合わせください。

有　　　・　　　無

土曜日・日曜日・祝日

一日の流れ

入園式　始業式
職員数（園長・副園長・主任教諭・
教諭・職員・臨時職員等）遠足　健康診断　歓迎会 登園

その他費用　　　　　　　円 ※詳細はお問い合わせください。

※幼児教育・保育の無償化により無償となります（教育・保育給付認定が必要となります）。

給食費　　5,700円 冷暖房費　　　　　　　円

バス代（利用者のみ）　　3,000円 教材費　　　　　　　円

バス送迎の有無 有　　　・　　　無

教育方針・教育目標・特色

年長（　45,000円　）　年中（　90,000円　）　年少（　90,000円　）　満３歳児（　　　　　　円　）

入園選考料（手数料）　　　　　　　円 制服代　　　　　　　円 入園時教材費　　　　　　　円

認3
学校法人　清徳学園

認定こども園　清泉幼稚園

問合せ先　担当者名 本橋　克展

代表者名 理事長・園長　本橋　克展

本ページは幼稚園部分（１号認定）の内容となります。保育所部分（２、３号認定）とは内容が異なる場合がございますので、
保育所部分の詳細については、園へお問い合わせください。
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住所 川口市舟戸町２－２

ＴＥＬ 048－222-6188

FAX 048－222-6202

URL

創立年 昭和２６年４月

アクセス ≪最寄駅≫

費用 入園時費用

入園料 なし 入園選考料（手数料）　　　なし

入園用品 16,000円程度 〈 園服及び帽子（夏冬） ・ スモック ・ カバン ・ 体操着 〉　

その他費用

入園後費用（毎月の費用等）

保育料 無償化 冷暖房費 ０ 円

給食費　 なし　（弁当持参） バス代 なし　（送迎バスなし）　　　　

その他費用 1,500円程度 〈 絵本代 ・誕生会費 ・学級費 ・PTA会費　等 〉 ※学年により異なります。

制服 定員　  （総定員　　105　名） 入園迄の手続き

保育時間 開園   9 時 00 分 年長 35 名     説明会

閉園  14 時 00 分 年中 35 名 　　　※見学は随時

年少 35 名

長期休暇 夏季 ・冬季 ・学年末 ・春季 　　願書配布

その他休園日

主な年間行事

４月 　　入園親子面接 11月21日

5月 　　健康診断 12月20日

6月 　　1日入園 2月20日

７月 　　入園式 4月上旬

8月 昼食 未就園児への取組み 有　・　無

9月 給食　週 0 回

10月

11月 お弁当　週 5 回

12月

1月 アレルギー対策

2月

3月 障害児受入れ

父母会の活動

親の自主活動 無

預かり保育 有・無

年間
小・中・高・地域の方との交流
誕生会（毎月1回）
避難訓練（５月～２月　毎月1回）

PTA活動（園行事の手伝い）・保育活動への協力

保育参加 昼食・休憩
↓

好きな遊び

有　　　・　　　無　　　・　応相談

豆まき・新入園児一日入園

ひなまつり・お別れ会・修了証書授与式 ↓
帰りの集まり

降園

有

（曜日・内容等）
「さくらんぼクラブ」　（入園前保育体験）
・5月11日(水) ・6月2日(木) ・6月 23日(木)
・7月4日(月) ・9月21日(水)
・10月14日(金) ・10月27日(木)
・11月10日(木) ・11月24日(木)
・12月15日(木) ・1月19日(木) ・2月21日(火)

運動会・幼稚園公開・親子遠足（長） ↓

遠足（中・少）・新入園児親子面接 片付け
↓

昼食準備個人面談・もちつき・新入園児健康診断

入園式　 登園
↓

好きな遊び

職員数（園長・主任教諭・教諭・職
員・補助職員等）弁当参観（長）・グリーンセンター遠足（長）　

幼稚園公開・弁当参観（少・中）
・親子交通安全教室 　・個やグループ、

　  集団の活動
　・生活指導
　・意図的に取り組む
　  活動

園長１名、主任１名、教諭４名
事務１名、園務員１名
補助職員３名七夕集会　

（夏季休業）　夏季登園日

引き取り避難訓練・親子活動

有　　　・　　　無

5月19日
6月21日
7月1日
9月8日 9月22日
10月6日

　　　　 10月17日
　 ～11月1日
10月31日
　 ～11月1日

土 ・日 ・祝日 ・開園記念日6/3 ・県民の日11/14
    願書受付

（長)＝年長 ・（中）＝年中 ・（少）＝年少 一日の流れ

代表者名 園長　吉田　明美

川口駅または川口元郷駅から徒歩１５分　

バス送迎の有無 有　　　・　　　無

教育方針・教育目標・特色

教育目標　　「あかるく・なかよく・たくましく」

特色　①舟戸学園の連携教育（舟戸幼稚園⇒舟戸小学校⇒南中学校へ）

　　　　②雄大な荒川の自然のもとでの自然体験活動　①と②により、豊かな心と生きる力を育てる。

3歳児…29,000円　　4歳児…22,000円　　5歳児…15,500円

公１
川口市立

舟戸幼稚園 https://funato-k-kawaguchi-saitama.edumap.jp/

問合せ先　担当者名 園長　吉田　明美

舟戸幼稚園
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住所 川口市東領家１－１６－１９

ＴＥＬ 048-224-7890

FAX 048-224-7150

URL

創立年

アクセス ≪バス停≫

教育目標 「明るく元気な子」「仲よく遊ぶ子」「よく考える子」

目指す幼稚園像 「豊かな表現力を育み、笑顔あふれる幼稚園」

①知的好奇心・人とかかわる力・感動する心を大切にする保育

②子供たちの喜びと、保護者や地域の信頼を大切にする保育

費用 入園時費用

入園料 なし なし

入園用品 制服、スモック、かばん、体操着　17,800円

その他費用　 31,500円（行事費、教材費　等）　３歳入園時の金額

入園後費用（毎月の費用等）

保育料（無償化）　　　 冷暖房費 　　　 ０ 円

給食費 なし（弁当持参） バス代 なし（送迎バスなし）

その他費用 1,400円程度　（絵本代、誕生会費、クラス費、PTA・後援会費） 

制服 定員（総定員　　105　名） 入園迄の手続き

５月２０日（金）
６月９日（木）

※見学は随時 ７月１日（金）
９月７日（水）
９月３０日（金）
１０月１９日（水）

願書配布 10月1７日（月）
～11月１日（火）

願書受付 １０月３１日（月）
～１１月１日（火）

5月 入園親子面接 11月21日（月）

6月 １日入園・健康診断 １２月１９日（月）

第２回　１日入園 ２月２０日（月）

11月 お弁当　週 5 回

12月

1月

2月 アレルギー対策

預かり保育 有・無

無

３月 おわかれ会　修了証書授与式
帰りの集まり 父母会の活動 PTA活動（園行事の手伝い）、保育活動への協力

年間 誕生会　避難訓練
英語であそぼう　は毎月実施 降園 親の自主活動

保育参加 ↓

豆まき　劇遊び　一日入園
交通安全教室　サッカー教室

好きな遊び・片付け 有　・　無　・ 応相談

↓ 障害児受入れ 有

（曜日・内容等）
入園前保育体験「にこにこクラブ」
　　　　　　　　　　　園庭での遊び・紙芝居
等
５月１２日（木）・５月２６日（木）・
６月１６日（木）・６月３０日（木）・７月７日（木）
９月８日（木）・１０月１３日（木）・
１０月２７日（木）・１１月１０日（木）・
１１月２４日（木）・１２月８日（木）・
１月１９日（木）・２月２日（木）・２月１６日（木）

もちつき会　クリスマス会　一日入園 弁当・休憩

運動会　動物園遠足（年長）
いもほり　やきいもパーティー
幼稚園公開

生活の流れの中で、
各クラスの活動

遠足（年少・年中）　カレーパーティー ↓

回

７月 すいか割り　プール公開
（発達に応じた環境に
主体的に関わる遊び）

（生活指導）

入園式 ４月上旬

8月 登園日
昼食 未就園児への取組み 有　・　無

9月 親子活動
↓ 給食　週 0

10月

親子活動　遠足（年長）　個人面談 身じたく

園長１名・主任教諭１名・
教諭４名・事務１名・

園務員１名・補助職員3名

交通安全教室　健康診断
弁当参観　保育参観
プラネタリウム（年長）

↓

自ら進んでする遊び
・片付け

主な年間行事 一日の流れ
職員数（園長・主任教諭・
　　　教諭・職員・補助職員等）

4月 入園式　 登園

その他の休園日 　土曜日・日曜日・祝日・開園記念日 7/4・県民の日 11/14

説明会

閉園 14時00分 年中 35 名

長期休暇 　夏季休業・冬季休業・学年末休業・春季休業 年少 35 名

教育方針・教育目標・特色

入園選考料（手数料）

※詳細はお問い合わせください。

有　　　・　　　無

保育時間 開園 9時00分 年長 35 名

代表者名 園長　柏　　奉子

昭和５０年４月

元郷中学校から徒歩３分

バス送迎の有無 有　　　・　　　無

公2
川口市立

南平幼稚園 http://nanpei-k-kawaguchi-saitama.edumap.jp

問合せ先　担当者名 園長　柏　　奉子
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お子さんの年齢は？

「保育を必要とする事由」に該当
しますか？

満３歳以上 満３歳未満

「保育を必要とする事由」に該当
しますか？

教育・保育給付
認定（１号）

教育・保育給付
認定（２号）

教育・保育給付
認定（３号）

認定対象外

どちらの施設の利用を希望
しますか。
①幼稚園・認定こども園
（幼稚園機能）
②保育所・認定こども園
（保育所機能）

該
当
し
な
い

該当する

① ②

該
当
す
る

該
当
し
な
い

直接施設へ
申し込み

保育幼稚園課
入所係へ申し込み

〇川口市の認定こども園・新制度幼稚園（令和４年４月１日現在）
【認定こども園】川口ふたばこども園（私立）みのりこども園（私立）清泉幼稚園（私立）
【新制度幼稚園】舟戸幼稚園（公立）南平幼稚園（公立）

※舟戸幼稚園・南平幼稚園は、教育・保育給付認定（１号のみ）となります。

選考基準指数表に基づく選考を行い、
内定者を決定します。利用保留と
なっても、施設の空き状況によって
は１号認定での入園が可能となる場
合があります（１号認定での入園は
幼稚園機能部分の利用となりますの
でご注意ください）。詳細は施設へ
直接ご確認ください。

一時預かり（一般
型）が利用できる
可能性あり

■教育・保育給付認定（１号）
の申請手続きが必要となります。
■預かり保育を利用する場合、
施設等利用給付認定を受けるこ
とで（一定条条件あり）、給付
を受けられます。
詳細は【幼児教育・保育の無
償化について】（認定こども
園・新制度幼稚園）をご確認く
ださい。

【幼児教育・保育の無償化について】
（認定こども園 ・ 新制度幼稚園）
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私立幼稚園で11時間以上の
長時間預かり保育の実施！

下記の幼稚園では、保育所等と同様に早朝保育も含めた、１１時間以上の保育を行
い、夏休みなどの長期休暇においても預かり保育を実施しており、概ね保育所等並み
の時間、お子さんをお預かりすることで、働く保護者のみなさまをサポートする体制を
整えております。

ただし、休園日として、年末年始のほか、園独自の休園日を１０日間程度設けており
ますので、詳細につきましては、各幼稚園にお問い合わせください。

長時間預かり保育実施園

実施園 住 所 電話番号 実施日

ふじみ幼稚園 川口市本前川2-12-15 048-266-7823 月～金

みつわ幼稚園 川口市八幡木1-16-11 048-281-3062 月～金

川口しらぎく幼稚園 川口市芝西2-7-35 048-267-2901 月～金

きぞろ幼稚園 川口市木曽呂838 048-295-1016 月～金

川口さかえ幼稚園 川口市芝下3-21-31 048-265-7157 月～金

ひのつめ幼稚園 川口市芝樋ノ爪2-8-25 048-265-5354 月～金

しば幼稚園 川口市芝下1-2-26 048-265-7156 月～金

芝園幼稚園 川口市芝園町3-16-1 048-269-2221 月～金

新郷南幼稚園 川口市本蓮3-2-15 048-282-3434 月～土

○ 詳細につきましては、各幼稚園にお問い合わせください。

働く保護者のみなさま

私立幼稚園もぜひご検討ください！
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幼稚園等ガイドブック

平成１８年１２月１日 発行

平成１９年１０月１日 改訂

平成２３年１０月１１日 改訂

平成２５年４月１日 改訂

平成２６年６月３０日 改訂

平成２７年４月１日 改訂

平成２８年４月１日 改訂

平成２９年４月１日 改訂

平成３０年４月１日 改訂

平成３１年４月１日 改訂

令和２年７月１日 改訂

令和３年７月１日 改訂

令和４年７月１日 改訂

■発行元 川口市役所 保育幼稚園課

■協力 川口市私立幼稚園協会及び市内各幼稚園・認定こども園



 

川口市のマスコット「きゅぽらん」 


