参考資料

草 津 市 立 志 津 幼 稚 園
※平成 31 年度より、認定こども園として開園予定です。
■住所／〒525-0041 草津市青地町 845 番地
■TEL／077-562-0147（FAX077-562-0147）
■HP ｱﾄﾞﾚｽ／http://www.city.kusatsu.shiga.jp/
■定員 １３０名
（４歳児２学級・５歳児２学級）
▼在籍状況（平成３０年４月１日現在）１０５名
４歳児 ６０名（２学級）
５歳児 ４５名（２学級）
■最寄り駅／志津小学校前バス停より徒歩５分
■駐車場／なし
■給食／なし
■バス送迎／なし
【保育時間】
通常保育
8:30-14:30
※14:00 降園

預かり保育
なし ※規定の条件つきで
一時的な預かり保育あり。

【年間予定行事】※変更になることもあります。
入園式 1 学期始業式
4月
対面式 家庭訪問
筍 掘 り
芋 苗 植 え
5月
運動会 一人一鉢栽培
6月

プール開き ロクハ公園探検

7月

カレーパーティー リズム参観
個別懇談会 1 学期終業式

8月

2 学期始業式

9月

幼稚園説明会 芋掘り
バス旅行

10 月
11 月
12 月

祖父母参観
地区区民運動会参加
ロクハ公園探検 志津ふれあい
まつり参加
お楽しみ会 ２学期終業式
みてみて参観

1月

3 学期始業式 園内作品展

2月

生活発表会

3月

お別れ会 修了証書授与式
3 学期終業式

【入園時にかかる費用】
スモック… スモック 1,650 円
体操服 … 上下で 3,800 円
（サイズにより違う）
用品代 … 8,500 円程度
【毎月必要な経費】
絵本代 …月 470 円程度
PTA 会費 …月 400 円
アルバム積立…月 770 円（5 歳児）

【子育て支援について】
・未就園児活動･･･あり
「志津っ子遊ぼう会」月 1 回程度
(H３０年度はこども園開園に向けての工事のた
め 5・6・7 月の 3 回のみ)
・園庭開放･･････あり
在園児対象 降園後 15 分
【その他】
・駐車場はありません。登降園は、徒歩または
自転車でお願いします。

【ひとこと】
本園は、地域の方々の温かい御支援の
もと、広い畑や竹林・神社の森散策など
自然体験活動を行っています。
子どもたちにとっては、地域の温かい
人柄に触れ、見守られ支えられていると
いう安心感をもち、人と人との信頼関係
を育むよい機会となっています。

※毎月の定例行事…誕生会、保育参観、避難・防犯訓練
身体測定、お話し会、絵本貸出し
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草 津 市 立 山 田 幼 稚 園
※平成３１年度から認定こども園に移行する予定です。
■住所／〒525-0063 草津市南山田町 672-2
■TEL／077-562-1340（FAX 077-562-1340）
■HP ｱﾄﾞﾚｽ／http://www.city.kusatsu.shiga.jp/
■定員 ６５名（４歳児１学級・５歳児１学級）
▼在籍状況（平成３０年４月１日現在）３４名
４歳児 １５名（１学級）
５歳児 １９名（１学級）
■最寄り駅／JR 草津駅西口より車で１５分
■駐車場／隣接する草津市立武道館大駐車場を借用して
います。
（武道館の行事で使用制限があります。）
■給食／なし
■バス送迎／なし
【保育時間】
通常保育
預かり保育
8：00～8：30
8：30～14：30
【入園時にかかる費用】
14：30～16：30
※14:00 降園
※午前保育の場合は午前保育終了後から預かり保育です。

【預かり保育料金】
《平成３０年度》
１か月あたり 月額 8,000 円
１か月あたり１０日以下の利用
14:30（教育課程終了後）～16:30
8:30～14:30(長期休暇中)
【園の特色】

スモック…

スモック 2,300 円

体操服

上下で

…

その他用品代

250 円
750 円

…

4,978 円
3,000 円程度

【毎月必要な経費】
ＰＴＡ会費…月 450 円など

広々とした園庭で子どもたちは、毎日元気いっぱい体を動かし
て遊んでいます。恵まれた自然環境の中で、幼児期に必要な豊か
な体験を積み重ねることができます。また、地域の方の見守りや、
ご協力を得て温かな雰囲気の中で過ごすことのできる幼稚園です。

【年間予定行事】
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10 月
11 月
12 月

１学期始業式 入園式
新しい友だちを迎える会 家庭訪問
アオバナ苗植え
春の運動会 ジャガイモの収穫 バス旅行
ＰＴＡわくわくまつり
サツマイモ苗植え
タマネギ収穫 プール開き 七夕のつどい
アオバナ摘み お楽しみ会
個別懇談会
１学期終業式
夏季休業

２学期始業式

【子育て支援について】
・未就園児活動
①

２・３歳児対象「はな🌺はなクラブ」
年間７回

アオバナ染め

幼稚園説明会
秋の運動会
親子観劇会 バス旅行
サツマイモ掘り
学区ふれあいまつり参加
焼き芋パーティー タマネギ苗植え
園内作品展
リズム発表会 祖父母参観もちつき大会
お楽しみ会 個別懇談会
２学期終業式

1月

３学期始業式 一日入園

2月

生活発表会

3月

お別れ会
ジャガイモ植え
修了証書授与式
３学期終業式

【ひとこと】
“子どもを伸び伸びと育てたい”この
願いに応えていけるよう、豊かな経験を
通して子どもたちがたくましく育つよ
うな保育をめざします。

※毎月の定例行事…誕生会、保育参観、身体測定、絵本貸出、にこにこひろば（お話会）
※その他の行事…相撲遊び、サッカー遊び、わくわくたんけん（園周辺の散歩）
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