
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

（１）園の概要 

園の特徴 

全職員で全園児と関わり合う保育 
自然の中であたたかい家庭的な生活環境を整え、保育士・看護師・栄養士

の連携のもと、全ての職員で全ての園児と関わり合い、こども達の健全な心身の
発達を図るための保育を行います。 
 一人ひとりのこども達の最善の利益を常に考えながら、太陽の下で思いっきり体
を使って遊び、安全に十分配慮しながら、常に保護者と手を携え信頼関係を築
き、地域に根ざした子育て支援の拠点になります。 

《保育目標》 
・お手伝いのできる心のやさしい子 
・失敗体験を成功体験にできる子 
・感性の豊かな子 
・自然の中で楽しく遊べる子 
・自分のことは自分でできる自立心のある子 
・何事にも最後までがんばれる、たくましい子 
・何でも食べてたくさん遊べ、よく眠れる健康な子 
・すすんで挨拶ができ、生活のことばをはっきり言える子 
 

施設の種類 幼保連携型認定こども園 

設置者 社会福祉法人 博有会 理事長 尾見 純子 

園長名 尾見 純子 

所在地 筑西市吉田６５３番地１ 

電話番号 0296-52-7788 ＦＡＸ 0296-52-7788 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ  https://takenoko-hoikuen.jp/  

Ｅ－ｍａｉｌ takenoko@aroma.ocn.ne.jp 

入所可能年齢 
1 号認定 満 3 歳の誕生日の翌月から 

2・3 号認定 産休明けから 

利用定員・開園時間 

区分 利用定員 開園時間（延長） 開園日 休園日 

１号認定 ６名 
9:00～16:00 
(7:00～9:00) 

(16:00～18:00) 
月～金 

土、日曜日、祝日 
春休み（3/20～3/31） 
夏休み（8/13～8/31） 
冬休み（12/29～1/3） 

２・３号認定 
【短時間児】 

90 名 

8:00～16:00 
( 7:00～7:59) 

(16:01～19:00) 
月～土 

日曜日、祝日、 
年末年始（12/29～1/3） 

２・３号認定 
【標準時間児】 

7:00～18:00 
(18:01～19:00) 

https://takenoko-hoikuen.jp/


子ども・子育て支援事業 

一時預かり 
（幼稚園型） 

1ｈ 100 円 
おやつ代 100 円 
給食費 300 円 

延長保育事業 
1ｈ 200 円 
おやつ代 100 円 

一時預かり 
（一般型） 

1ｈ 200 円 
おやつ代 100 円 
給食費 300 円 

病後児保育 
2･3 号 無料 
小学生 5ｈ以下 1,000 円 

5ｈ超え 2,000 円 

子育て支援事業 

『たけのこ保育園子育て支援センター』 
子育てをしている保護者の育児のパートナーとなり、子育てのお手伝

いをしています。どうぞ、お気軽にお越しください♪ 
●育児に戸惑いや悩みはありませんか？ 
●子育ての悩みを話し合ってみませんか？ 
●育児仲間をつくりませんか？ 
●お子さんに同年齢のお友達との関わりあいの場を提供します 
●妊娠中の方も大歓迎！妊娠中の悩み・心配を職員や育児の先輩お母さ
んと話してみませんか？ 

【対象】未就園の親子、妊娠中の方 
【開所日時】月～金曜日 ９：００～１４：００ 

その他の事業・制服の有無 
休日開園 × 障害児受入 ○ バス × 給食 週 6 日 
保護者会 ○ 学童ｸﾗﾌﾞ ○ 制服   × 

保育料以外の利用者負担金 
副食費（1 号） 月 4,500 円 教材費 児童年齢により異なる 

主食(1 号・2 号) 月 1,500 円 クラス活動費 月 1,000 円 

副食費（２号） 月 4,500 円 午睡布団 月 5５0 円（リース料金） 

卒園記念品代 月 1,000 円（年長のみ） 保護者会費 月 300 円 

その他 プール教室（4，5 歳）840 円／回 

（２）年間の行事予定 

４月 ・始業式 ・入園式 ・保護者会総会 

５月 
・こどもの日の集い ・新緑コンサート  
・内科健診 ・尿検査 ・園外保育 ・たけのこっ子の集い（同窓会） 

６月 ・保育参観 ・歯科健診 ・視覚検診 ・プール開き 
７月 ・七夕の集い ・夏祭り 
８月 ・夏季合宿 
９月 ・祖父母参観 ・たけのこっ子の集い（同窓会） 

10 月 ・運動会 
11 月 ・内科健診 ・紅葉コンサート  
12 月 ・クリスマス会 ・歯科健診 ・尿検査 
１月 ・初詣 ・サイクリング（年長児） 
２月 ・豆まき集会 ・園外保育 
３月 ・ひな祭りの集い ・お別れ遠足 ・そら組を送る会 ・卒園式 ・修了式 

（３）園児の１日の過ごし方 

１号認定 
 ２号認定 

（3 歳児クラス以上） 
 ２・３号認定 

（３歳児クラス未満） 

 
9:00  登園 

  朝の会 
10:00 クラス活動 
11:30 昼食 
13:00 午睡または 

午後の活動 
15:00 おやつ 
16:00 帰りの会・降園 
16：01～18:00 
一時預かり(幼稚園型) 

 

 7:00 登園(標準時間児) 
8:00 登園(短時間児) 
9:30  朝の会 
10:00 クラス活動 
11:30 昼食 
13:00 午睡または 

午後の活動 
15:00 おやつ 
16:00 帰りの会・降園 
16:01～19:00 
 延長保育(短時間児) 

18:01～19:00 
延長保育(標準時間児) 

 7:00 登園(標準時間児) 
8:00 登園(短時間児) 
9:30  朝の会 
10:00 クラス活動 
11:15 昼食 
12:00 午睡 
 
15:00 おやつ 
16:00 帰りの会・降園 
16:01～19:00 
 延長保育(短時間児) 

18:01～19:00 
延長保育(標準時間児) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   


