


認定こども園ひかりの子
め ざ す 保 育

一人ひとりを大切にする保育
子どもの資質や発達の状況は一人ひとり違います。そ

のために、一人ひとりの発達段階を丁寧に見つめ、ふ

さわしい援助を心掛けています。子どもは、自分が愛

され受け入れられていると感じられるとき、心が安定

し、主体的にのびのびと活動することが出来ます。

遊びを大切にする保育

乳幼児期の生活は遊びそのものです。子どもの自発的な活

動としての遊びは、心身の調和のとれた発達の基礎を培う

大切な「学びのとき」といえます。本園は、子どもの「遊

びたい思い」を大切にし、子どもの「やりたい」を支える

保育を心掛けています。また、集団生活の「決まり」も大

切に、「遊び」を通して子どもの育ちを支えます。

目に見えないものを大切にする保育（キリスト教保育）
私たちの身の回りには、目に見えないけれどもとても大

切なものがあります。優しさ、思いやり、感謝する心、

希望を持つこと、信じること。私たちは、そのような目

に見えないものを大切にする保育を心掛けます。毎日の

生活の中で神さまに祈り、聖書のお話しを通して、共感

し心を動かすことの大切さを経験する保育を行います。

子どもたちの最善の利益のために
保護者の就労の有無にかかわらず、すべての子どもが

利用できる総合施設を目指しています。様々な状況に

ある子どもたちの最善の利益のために、また、保護者

が子育ての喜びを実感できるように、地域にある子ど

もたちのために、何が最善かを考え、保護者に伝え、

共に考えていく保育を行います。

認定こども園とは、幼稚園と保育園の両方の良いところを生かした施設です。「認定こども園」は認可
された施設だけがこの名称を使用できます。

認定こども園「ひかりの子」・・・園名の由来
新約聖書エフェソの信徒への手紙 5 章 8 節に「ひかりの子として歩みなさい」という聖書

の言葉があります。これは、私たちの園の前身である日詰幼稚園の理念の聖句です。
子どもたち、おうちの方々、職員も神さまから命を与えられた「ひかり輝く存在」です。
子どもたち一人一人と向き合い、子ども自身の育ちゆく力を支え、さらに輝いていくことが
できるよう願い、認定こども園の名称を「ひかりの子」といたしました。

子育て支援
子育て支援カフェ

○毎週水曜日 10:00~11:30 に日詰教
会を会場に親子や保護者向け活

動を行なっております。楽しい

時を過ごしながら新しい出会い

を通し子育ての喜びや悩みを分

かち合えるような環境を整え、

子育て中のお母さんの居場所づ

くりを目的としています。

フリースクール「こといろ」
○地域のニーズを伺う中で、不登校児童（生徒）の「居場所」を提供するために、

2016年度 4月より開設いたしました。詳しいことは園までお問い合わせください。
開室日：月～金曜日 9:00~15:00（水曜日はお休み）
子育て相談 （随時）

○子育てについて、何でもご相談ください。電話や直接お話しすることも可能です。

※入園しているしていない関わらず、すべての子育て世代の方が対象です。

お気軽にお電話ください。 連絡先 019-672-2542（認定こども園ひかりの子）
預かり保育・土曜保育

●●●預かり保育（保育終了後～ 18:00まで）：在園児対象 １時間 100円。
※但し、保育認定により無償になる場合があります。

○土曜保育（7:00～ 18:00）
●● 1号認定：1時間 100円。給食 1食 350円。お弁当を希望する方はおやつ代 1食 50円。
●● 2・3号短時間：利用料無償。利用時間以降 1時間 100円。給食 1食 350円。お弁当を
希望する方はおやつ代 1食 50円。※副食費免除世帯は副食費無料。
● 2号認定：利用料無償。給食 1食 350円。お弁当を希望する方はおやつ代 1食 50円。
※副食費免除世帯は副食費無料。

● 3号認定：無料
※原則土曜就労証明書を提出された方が利用できます。

※保育認定により一部無償化になる場合があります。

一時預かり （登録制：要相談）

○対象：在園児以外（生後 6ヶ月～） 利用時間：9:00～ 17:00
※当日の保育内容や保育者の配置、園児の様子によってお断りする場合もあります。

願書受付
● 1号認定：2021年 11月 1日 9:00～

11月 10日 17:00まで
※受付順の入園選考ではありません。

※所定の入園願書にご記入の上、お持ちください。

※入園料は入園決定後にお持ちいただきます。

●● 2,3号認定：未定（紫波町の日程決定による）。
※ 4月入園以外の 2,3号認定の方は、入園希望月の前月 15日までが町の申請期限と
なります。



募集要項（● 1号認定、● 2号認定、● 3号認定の方）
募集園児

● 0歳児 (2021年 4月 2日～ 2022年 4月 1日生まれ) 9名
※生後９週からの利用は事前の相談が必要となります。

● 1歳児 (2020年 4月 2日～ 2021年 4月 1日生まれ) 9名
● 2歳児 (2019年 4月 2日～ 2020年 4月 1日生まれ) 要相談

●● 3歳児 (2018年 4月 2日～ 2019年 4月 1日生まれ) ●：5名 ●：要相談

●● 4歳児 (2017年 4月 2日～ 2018年 4月 1日生まれ) ●：3名 ●：要相談

●● 5歳児 (2016年 4月 2日～ 2017年 4月 1日生まれ) ●：5名 ●：要相談

※「要相談」とは、定員を超えている部分です。詳細は、園におたずねください。

※ご相談がある方は、10月7日 の入園説明相談会にお越しください。(事前申込み制：10月4日切締)
園見学は、新型コロナウイルス感染拡大防止の為、行いませんのでご了承ください。

※●満３歳児での入園をご希望の方は園までご相談ください。
入園の受け入れは、３歳の誕生日を迎えた翌月からとなります。

保育時間

7:00 8:30 9:00 14:00 18:00 19:00
● 1 号 認 定(短時間) 早朝保育 登園 利用時間 降園預かり保育 延長保育

●● 2,3号認定(短時間) 早朝保育 利用時間 16:30 預かり保育 延長保育

●● 2,3号認定(標 準) 利用時間 延長保育

※利用時間以外は原則として預かり保育料金をいただきます。

開園日・休園日

● 1 号認定：開園日、月曜日～金曜日 9:00～ 14:00 ※ 14:00以降預かり保育の利用可。
●● 2,3号認定：開園日、月曜日～土曜日 7:00～ 19:00（ただし、土曜日は 18:00）
●●●休園日：日曜日・祝祭日、年末年始（12月 29日～ 1月 3日）

その他、園長が必要と認めたとき、創立記念日（4月1日：休日の場合は次の平日）
● 1号認定のみ：休園日：春、夏、冬休み期間（預かり保育有り）

保育料等

●●入園料（1,2号認定の方）：入園時 20,000円（5歳児は 15,000円）
内訳：入園準備費 5,000円、施設維持費 15,000円。入園準備費は返金いたしません。

●● 1,2号認定：教育・保育の利用料無償。※特定負担額、給食費は対象外となります。
● 3号認定：保育料は保護者の市町村民税所得より、市町村で算定された額。
※施設型給付を受ける紫波町内にある幼児施設（幼保認）は全て同じ保育料です。

●●給食費：1号認定：月額 5500円(内訳：主食費 1000円＋副食費 4500円)
※但し、8月、1月は徴収しません。
2号認定：月額 6000円(内訳：主食費 1000円＋副食費 5000円)

●●特定負担額（1,2号認定の方）：月 1,500円※特定負担額は所得に応じた減免はありません。
内訳：教材費 670円、用品代 100円、特定行事費 230円、特定職員配置費 500円

●●●父母の会費（共通）：年間 5,000円(2021年度参考)
●●希望給食（1,2号認定の希望者）：1回 350円（金曜日）
●●園バス維持費（1,2号認定の希望者）：月往復 4,000円、片道 2,000円（2021年度参考）

※在園の第二子が利用の際は、月往復 3,500円、片道 1,700円となります。
○入園後、原則として預かり保育料及び上記を除き、途中の集金はありません。

園で使用する用品は支給いたします。

(必要において追加注文の場合は実費いただくものがあります。)

※制服、制帽、指定の体操着、鞄などはございません。

園の1日

オリーブ館
一日の流れ 7:00 10:00 11:30～ 13:00～ 14:00 15:00 18:00 19:00

シャローム館
8:30～ クラス保育 ｜←ちゅーりっぷ組保育(預かり保育)→ ｜

7:00～8:30まで
早朝保育です。早
朝保育の利用は、
就労証明書を提
出された方に限り
ます（無料）。その
他は8:30から登園
です。玄関で握手と
朝の挨拶を交わし、
おうちの方より心と
身体の様子をお聞
きします。園での一
日の始まりです。

8:30からコーナ
ー保育が始まりま
す。遊びは子ども
にとって大切な学
びの時。好きな場
所や遊具を選択
して遊びます。保
育者は、一人一
人がじっくり取り
組めるよう見守り
支えます。

はとの会（朝の
会）では、登園でき
たことに感謝し、一
日楽しく過ごせる
ようお祈りをします。
課題活動では

保育者の意図を伝
え、子ども自身の
”やりたい”を支えま
す。様々な刺激の中
で、個性がきらりと
光る瞬間です。

昼食
シャローム館（3-

5歳児）では月～
木曜が給食、金曜
はお弁当です。 手
作りのお弁当を大切
にしています。昼食後
は、静かな活動をした
りゆったりとした時間
を過ごし心と身体を
休めます（希望者
には金曜日の給食
を提供します）。

13:50園バス
が発車しま
す。14:00から
順次降園。そ
の日の様子を
お伝えします。
長時間保育
児、2号認定
の子ども達は
13:00頃からお
昼寝へ。

午睡・おやつの後、17時半
まで個々がやりたい事を選択
して遊べるコーナー保育をし
ています。
18時からは、1歳児の保育
室に移動して、0～5歳児が
合同で延長保育となります。

満3歳児以上
を対象に園バス
運行を行ってい
ます 。古館、日
詰、赤石、星山
など利用者に応
じてコースが決ま
ります。その他の
地域の方はご相
談ください。

保育は、キリスト教保育をベースに、認定こども園

教育・保育要領を踏まえた年間カリキュラムで行われ

ます。オリーブ館にいる0，1，2歳児は、心身の発達に大

きな個人差があることを考慮し、個々の生活に即して

安心して安定した状況の中で過ごせるよう配慮してい

ます。また、シャローム館にいる3，4，5歳児では、互いの違いを

認めつつ、一緒に過ごす喜びを感じ、共に育ち合えるよう、集

団と個の育ちの両面から子どもを支えています。

7:00から順次登園となります。
保護者の方は保育室までお子さまと
来て、朝のお仕事をしていただきます。
その後、保育室で子どもたちは過ごし
ます。年齢が小さいため子どもの育ち
の差が大きく、個々に合わせた保育を
行います。給食は、月～金曜まで。
18時以降は延長保育となり、異年齢で
保育します。



園の1年

（
●

号
認
定
、
●
２
号
認
定
、
●

号
認
定
）

1

3

はる
●入園記念礼拝（●●●）

●ｲｰｽﾀｰ礼拝（●●●）

●グループ別参観・父母の会（●●）

●花の日礼拝（●●●）

●ペンテコステ記念礼拝（●●●）

なつ
●個別面談（●●）

●水遊び（●●●）

●お泊まり保育（●●：年長組）

あき
●運動会（●●●）

●礼拝参加月間（●●●）

●遊び参加月間（●●）

●観劇会（●●●）●遠足（●●）

●収穫感謝礼拝・会食会（●●●）

●ひかりの子フェスタ（●●●）

ふゆ
●クリスマス記念礼拝・祝会（●●●）

●ページェント礼拝（●●）

●個別面談（●●●）

●ふれあいコンサート（●●●）

●卒園記念礼拝・修了式（●●）

シャローム館で毎月行われるものとして、誕生会（誕生児の保護者も参加）、避難訓練。毎週行われるものとして、礼拝。適宜行われ

るものとして、キッズビクス（子ども版エアロビクス）、水遊び、畑の活動、園外保育、健康診断、交通安全教室などがあります。

オリーブ館では、ゆったりとした園生活を大切にしているため、避難訓練・参観をかねた誕生会が主な行事となります。

主
な
行
事

友だちと一緒 「 おもしろい ね☆ 」 支えられて 「立ちたいな♪ 」

給食「とってもおいしいね☆ 」 寒天遊び 「冷たいね 」

お弁当 ｢おべんとうだーいすき！」築山 ｢高い所もへっちゃら ！ ｣

バルーン 「こころをあわせて１・２・３・４」

ダイナミ ックな泥んこ遊び

ものづくりコーナー ｢どんな色にしようかな☆」お米とぎ 「おいしくなーれ！」

チャレンジデー「世界に一つだけのマイバッグ」 園外保育 「走るって最高！！」

絵本 「一緒に見よう 」 外遊び 「気持ちいいね」

積 み 木 「 ど ん ど ん た か く な る よ ！ クリスマスページェント礼拝 ごっこコーナー ｢ピクニックたのしいね!｣

枝豆の収穫「みてみて！おいしそう 」


