
武蔵ヶ丘幼稚園 

令和５年度 入園案内 

◆優先の方・・・午前 9時から 

◆一般の方・・・午前 7時から受付順 

 

 

 

 

 

 

 

 

年  齢 募集人数 入  園  資  格 

１年保育（年長組） 10名  2017（平成２9）年４月２日～2018（平成 30）年４月１日生まれ 

２年保育（年中組） 10名  2018（平成 30）年４月２日～2019（平成３1）年４月１日生まれ 

３年保育（年少組） 30名  2019（平成 31）年４月２日～2020（令和 2）年４月１日生まれ 

４年保育（年少少いちご組） 40名  2020（令和 2）年４月２日～ 相談に応じます 

（１）在園児・卒園児の兄弟・姉妹関係を優先 

（２）いちごはうす登録の方、在園児の紹介を受けた方優先 

（３）入園の状況次第で募集人数を変更いたします 

  

 

 

願書受付日 令和４年１１月１日（火）  

             

＊受付は、幼稚園 正面玄関（プラザ側）で行います。 

＊入園願書に必要事項を記入して、検定料３，０００円を添えて受付をして下さい。 

                   （納入後の検定料は返金いたしませんのでご了承下さい。） 

＊上記の（1）（2）は、本園園児にお持たせ頂いても構いません。 

＊お車でお越しの方は、正面玄関・向かいの職員駐車場（プラザ側）をご利用下さい。 

＊いちごはうすの方は、「いちごはうす保護者名札」 をつけてお越し下さい。 

 

 

 

・面接の結果、入園を決定します。入園料はありません。 

面接日時は以下の通りです。 

・面接は受付順で行います。詳細は願書受付時にお知らせいたします。決められた日時で 

お願いします。 

・面接当日は制服採寸・注文を頂きます。願書受付時にご案内いたします。 

面接期日 
① 11月７日（月） ② 11月 8日（火） ③ 11月 22日(火) 

男の子 女の子   予備日 

時 間 
14：10 から受付→本園に初めて入園される方 

15：30 から受付→在園児・卒園児兄弟姉妹関係の方 
 

15：30 から受付 

①②でお休みの方 

【募集人員】 

【入園受付・手続き】 

学校法人 熊本音楽学園 

【面接・入園決定】 



 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

＊バス利用の方は上記（１）の４、バス代を加算してご納入頂きます。 

＊満３歳の誕生日前日より無償対象です。 

その際月額保育料は日割り計算となり、翌月より上記（１）の通りです。 

＊保育料は年額を月割り額にしております事ご了承ください。 

 

 

 

 

 

 

 

＊学期契約とは １学期４月～７月まで ２学期９月～１２月まで ３学期１月～３月までの事です。 

＊バスコースは毎年検討致しております。 

面接時ご案内をし、３月・体験入園時（R５/３/２２）決定致します。 

＊８月のバス代は頂きません。 
 

◆毎月の納入金は、年額を月割り額にしております。納入方法につきましては 3月時ご案内 

致します。 

◆上記の価格は今後の状況等に応じ、価格改定見直しがあることをご了承ください。 

②の片道乗車に関しましては、朝か帰りかの

どちらかです。 

(例)「今日は朝バス、明日は帰りバス」等は 

できません。学期契約です。 

①往復乗車 ②片道乗車

１人利用 2,600円 1,500円

２人利用 3,200円 2,500円

３人利用 4,000円 3,000円

【毎月の納入金】 

（１）満３歳児～年長５歳児 

（２）満３歳児に達していない 年少少いちご組 

◆バス利用者（希望者のみ・別途納入） 

1,500円 2,500円

４、バス代（学期契約）

希望される方 1人乗車 2人乗車 希望されない方

①往復乗車 2,600円 3,200円
0　円

②片道乗車

１、保 育 料 　　　　　　無　　  　償　 　0　円　（満3歳から5歳児卒園まで）

２、施設環境充実費

３、給食費(定額）

希望される方（完全給食） 希望されない方（お弁当持参）

2,000円

5,500円（円/月）

8月の給食費はいりません

0　円

臨時給食対応1食270円

保　育　料

　　　　（満3歳に達していない年少少いちご組）

施設環境充実費

給　食　費

園より施設環境充実費補助

園より給食費補助

給食費差額分

合　　　　　計

500円

26,200円

２５，７００円

２，０００円

５，０００円

ー２，０００円

ー５，０００円



 

 

  

 ●教育時間・・・１０時から１４時３０分まで （土・日・祝祭日は休み ） 

登園は、朝８時よりお受入れいたします。（順次登園） 

・季節に応じた教育に取り組みます。（学園案内参照） 

「英語教育」「体育教育」「リズム教育」「行儀作法教育」「タブレット教育」等を 

取り入れ、日々の保育では、「命の教育」「安全教育」について常に子ども達と

考え、意識理解を深めております。 

 

 

◆月～金曜日 毎日給食（業者委託）     

園外保育や遠足時はご家庭からの「おにぎり+水筒」持参 
 

◆給食は、希望する・希望しないのどちらかの選択をして頂きます。 

 
 

月額５，５００（円/月） 8月の給食費はいただきません。 

給食には通常メニューの他、飲み物、牛乳、スープ、ジュース等を含みます。 

 

  

給食費は頂きません。各自で昼食（お弁当）をお持たせください。 

  臨時に給食が必要になる場合は、当日朝９時までにご連絡いただければ、1食２７０円でお世話

いたします。 
 

◆アレルギーのあるお子さまは個別にご相談に応じます。 

◆副食費の補助給付事業として、各市町より副食費に対しての助成制度があります。各ご家庭の

状況で変わりますので、詳細は居住される各自治体または幼稚園にお問い合わせください。 

以上、上記の詳細につきましては入園後ご案内いたします。 

 

 
 
教育保育終了後、１４時３０分以降１７時３０分まで、延長１８時まで 預かり（きりん）保育を 

行っております。（月～金まで） 
 

■通常預かり保育・・・基本時間：１４時３０分から１７時３０分まで 延長：１８時まで 

■長期休業日（夏・冬・春休み）・・・８時から１７時３０分まで 延長：１８時まで 
 

＊その日の都合による預かり保育利用もできます。 

＊保育の必要性（就労・求職・ひとり親・出産・介護・・・その他）が各市町より認定されると、 

新２号が受けられ、預かり保育も無償の対象となります。（１日４５０円×日数、上限１１，３００円まで）  

 

【入園後の主な事項】 

給食を希望される方 

給食を希望されない方 

預かり保育（きりん保育）について 

給食について 

教育時間について 



 

 

 

 

 

 

預かり保育につきましては、満３歳児は無償対象外です。 

本園満３歳児 年少少いちご組の方に対しては、本園独自の価格となります。（日額・月額） 

 

 

上記の価格は今後の状況等に応じ、価格改定見直しがあることをご了承ください。 

ご不明な点などありましたら、幼稚園までお問い合わせください。 

 

 

預かり保育代

200円加算

通常預かり保育

（14:30降園）

新1号（預かり保育無償対象外）　新2号（預かり保育無償対象者）

（例：父就労、母就労なし） （例：父母共に就労、その他妊婦・介護など）

①14：30～16：00 400円
①14：30～17：30 500円

②14：30～17：30 500円

延長17：31～18：00 200円加算 延長17：31～18：00

午前保育（11：30降園）の場合は11:30より14：30までは無償

14：30より上記の価格、但し昼食持参

長期休業日

（夏・冬・春休み）

①8：00～11：30 350円 ①8：00～11：30
450円

②8：00～14：30 450円 ②8：00～14：30

③8：00～16：00 650円 ③8：00～16：00 550円

④8：00～17：30 850円 ④8：00～17：30 750円

延長17：31～18：00 200円加算 延長17：31～18：00 200円加算

15時以降は

おやつ代を

含んでおり

ます

本園に就労証明書を提出し、本園が

①14：30～16：00

②14：30～17：30

預かり保育代
200円加算

通常預かり保育

（14:30降園）

預かり保育無償対象外の 預かり保育無償対象の

いちご組 いちご組　　新3号

①14：30～16：00 400円
①14：30～17：30 500円

②14：30～17：30 500円

延長17：31～18：00 200円加算 延長17：31～18：00

午前保育（11：30降園）の場合は11:30より14：30までは無償

14：30より上記の価格、但し昼食持参

常時お仕事をされる方

保育の必要性を認めた方のみ

月額6,000円

月額7,000円

　月額を超えない場合は日割り計算

　延長17：31～18：00 200円加算

450円
②8：00～14：30 450円 ②8：00～14：30

③8：00～16：00 650円

200円加算

③8：00～16：00 550円

④8：00～17：30 850円 ④8：00～17：30 750円

長期休業日

（夏・冬・春休み）

①8：00～11：30 350円 ①8：00～11：30

延長17：31～18：00 200円加算 延長17：31～18：00

15時以降は

おやつ代を

含んでおり

ます

預かり代について 

本園・年長組、年中組、年少組の方（日額） 

本園・満３歳児 年少少いちご組の方 



 

 

 

 ＊本園には制服・体操服等があります。 

*制服の詳細に関しましては、１１月１日（火）、願書受付時に業者の方からプリントにてご案内 

申し上げます。面接時に採寸・注文受付を致します。 

*用品代（お子様個人のお道具代）につきましては、２月・体験入園時（R5年２月１・２日予定）に 

  説明をいたします。上記の制服や用品は、お譲り等ある方はそれを使われても構いません。 

 

 

 

本園ではコドモンシステムを導入し、園の様子配信、安全管理、危機管理を行います。 

一斉メール、連絡帳、カレンダー、もしもの時の緊急連絡、送迎バスの GPS機能など、幼稚園と 

保護者のやり取りをスムーズにする連絡アプリです。 

 

 

 

幼稚園内で専任の講師が指導にあたります。希望される方のみ（有料）  
 

教 室 名 教室曜日・対象学年 時  間 月謝・その他 

ピアノ教室 月・火・水、全学年 
グループレッスンから 

個人指導まで個々に応じて 

７，０００円～ 

７，５００円 

学研プレイルーム 

火…年長組 

水…年中組 

金…年少組 

１４：３０～１５：３０ 

（長）6,500円（+税） 

（中）6,500円(+税) 

（少）6,000円（+税） 

タイケンサッカー 
水曜日 

年中・年長組 

１３：４０幼稚園迎え 

合志市中央グランドにて 

１４：１０～１５：１０ 

４，７００円 

（ﾕﾆﾌｫｰﾑは各自 

揃えていただきます） 

下田体操教室 
火…年少組 

木…年中、年長組 
１４：１５～１５：１０ ４，０００円 

英語教室 
木曜日 

年中・年長組 

１４：３０～１５：００（年中） 

１５：１０～１５：４０（年長) 
６，０００円 

 各教室につきましては、体験入園等のご案内がありますのでご検討下さい。 

       品     名 金 額 採寸・注文 制服お引き渡し 

制服・制帽 

体操服(上・下)・遊び着 

かばん 

20,000円程度 面接時行います     

本園に初めて入園される方 

12/13→11～12時 

兄弟姉妹関係→1月連絡 

【放課後教育・教室案内】 

制服・体操服等について 

保護者専用アプリ コドモン導入 



 

 

 

お子様の「命」「安全」を第一に、日々感染対策を講じながら、教育・保育を行っております。 

また、各医療機関との連携をとり指導を仰ぎながら大事なお子様をお預かりしております。 
 

  ◆防犯カメラ設置  

   お子様を安全に守るために園内に防犯カメラを設置しております。 

 ◆検温測定センサー  

   園内に２ヶ所設置し、非接触で検温測定を行いお子様の体温・視診に努めます。 

  ◆非接触自動型水道  

   全クラスの水道を自動にしております。 

◆消毒の徹底  

次亜塩素酸水、消毒用エタノール、0.05％の次亜塩素酸ナトリウム消毒液、銀イオン

除菌液など使い分けをし、教職員で共通理解を行い、子ども達の目、鼻、口、傷口 

などを触らないよう空間噴霧をせず注意を払い消毒を行っております。 
 

 

 

 

◆小児科・・・えがみ小児科 ・・・本園園医 

（住所）熊本市北区楠 8-16-63   

（ＴＥＬ）０９６－３３９－０３３１ 

                  園児内科検診をはじめ園医として助言・指導を頂いております。 

病児保育「エミー」があります。 

熊本市以外の方でも利用ができ、どうしても仕事が休めない 

場合等、対応して頂けます 
 

   ◆歯  科・・・三隅歯科 
（住所）合志市幾久富 1909-184   

（ＴＥＬ）０９６－２４８－１１０１ 

                  園児歯科検診をはじめ口腔指導・歯磨き指導を頂いております。 
           
◆整形外科・・・上野整形外科 

（住所）熊本市北区立田弓削 1-9-70  

（ＴＥＬ）０９６－３３８－２８１１ 

園内での怪我、不慮の事故等早急に対応して頂いております。 
  

 

 

 

 

 

 

【その他、感染対策】 

以上、令和５年度 武蔵ヶ丘幼稚園 入園案内と致します。 
どうぞよろしくお願い申し上げます。 
お尋ねやお問い合わせ等はご遠慮なく、幼稚園までお電話ください。 

 
お問い合わせ ・・・ 武蔵ヶ丘幼稚園 
〒861-8001 熊本市北区武蔵ヶ丘５丁目９番１６号 

(TEL) 096-339-0452 096-339-0981 

【医療機関との連携】 


