学校法人大阪ＹＭＣＡ

大阪ＹＭＣＡ英語幼児園
■大阪 YMCA 英語幼児園 天王寺園

■大阪ＹＭＣＡ英語幼児園

土佐堀園

〒543-0054

〒550-0001

大阪府大阪市天王寺区南河堀町 9-52

大阪府大阪市西区土佐堀 1-5-6

大阪南 YMCA ５階（受付）

大阪 YMCA 会館６階

TEL：06-6779-8404

TEL：06-7711-0080

FAX：06-6776-9557

FAX：06-6443-7510

Email：tennoji-kinder@osakaymca.org

Email：tosabori-kinder@osakaymca.org

WEB：http://www.osk-ymca-intl.ed.jp/ik/
【受付時間】月曜日～金曜日

9:00～17:00（土・日・祝日休園）

■ 募集定員および募集人数
募集人数

２歳児

３歳児～５歳児

天王寺園

２０名

若干名 （お問い合わせください）

土佐堀園

２０名

若干名 （お問い合わせください）

※年齢は、２０２０年４月 1 日現在の年齢です。
生年月日： ２歳児 ２０１７年４月２日～２０１８年４月１日生まれ
３歳児 ２０１６年４月２日～２０１７年４月１日生まれ
４歳児 ２０１５年４月２日～２０１６年４月１日生まれ
５歳児 ２０１４年４月２日～２０１５年４月１日生まれ
※２０１９年４月現在の募集人数です。 年齢別定員は、状況により変更する場合があります。
※各年齢の学年制、各学年２０名定員です。３歳児～５歳児は、学年によっては、定員に達しておりますので、ご希望の場合、
ウェイティングしていただいております。ご了承ください。

■ 入園説明会・見学会
本園の保育方針・内容・入園申込み等について説明いたします。
ご参加希望の保護者の方は、事前にお電話にてお申込みください。
日程の合わない方は個別のご見学、ご相談も承りますので、ご希望の場合は、ご連絡ください。
日

天王寺園

土佐堀園

時

５月２９日（水）・３０日（木）・６月１９日（水）・７月１６日（火）
９月１８日（水）・１０月８日（火）・１１月１９日（火）
１２月３日（火）・２０２０年１月２１日（火）
いずれも９時１５分～１０時４５分
５月１５日（水） １０時～１１時
※上記以外の日程は随時個別で見学を承ります

場 所
大阪南ＹＭＣＡ
５階受付まで
お越しください
大阪ＹＭＣＡ
（土佐堀 YMCA）
９階多目的室

※所要時間は約 1 時間～１時間３０分です。定刻にご参集ください。

■ 願書配布
大阪 YMCA 英語幼児園各園受付にて、随時配布しております。
*天王寺園 大阪南ＹＭＣＡ
５階受付
*土佐堀園 大阪ＹＭＣＡ会館 ６階受付
■ 入園受付開始日時
２０２０年度２歳児クラス対象： ２０１９年６月３日（月） 午前１０時より
※３歳児クラスは、定員に空きがございましたら、随時、途中入園受付いたします。
■ 入園申込みについて
本園所定の入園願書に必要事項を記入の上、入園検定料 5,000 円を添えて、お申込みください。
*受付は、定員に達し次第締め切ります。（先着順）
*締め切り後の入園希望に関しましては、ウェイティングでの受付とさせていただきます。
ご希望の際は、願書のご提出をお願いいたします。（ウェイティングの場合、検定料は不要です。定員に
空きがでましたら、改めて面談前にいただきます。）
*受付は、土曜日、日曜日、祝日を除く、午前９時より午後５時までとなっております。
*検定料は返金できませんので、ご了承ください。
■ 入園決定・お手続きについて
１．入園面接
入園受付後、保護者の方とお子様との面接を行います。
*面接日時は受付時、あるいは，後日お知らせします。

*面接後、1 週間以内に入園金 50,000 円をご納入いただき、受領確認後、入園決定となります。
*尚、お支払いいただきました入園金は原則としてご返金できませんのでご了承ください。
２．入園手続き・入園までの流れ
（年度途中に入園される方は下記（１）～（４）を随時行っていきます)
（１）入園面接後、入園内定者には、下記の提出書類をお渡しします。下記の期限内に、ご提出ください。
①入園申込書
書類のお渡し後、約 1 週間以内にご提出をお願いします。
②入園前健康診断
*入園前６ヵ月以内の健康診断が必要になります。ご提出については、途中入園の方以外は、入園
前オリエンテーション（来年３月を予定）を最終期限としておりますので、それまでにご提出ください。
*かかりつけの医院や保健センター等での受診結果、あるいは、母子手帳の写し、を提出いただき
ます。
*３歳以上のお子様は、歯科健診の結果も必要となります。所定の書式はございませんので、
歯科医院で発行のもので構いません。
③アプラス預金口座振替依頼書・自動振込利用申込書（4 枚組）
保育料等のご納入については、口座振替をお願いしております。
書類のお渡し後、約 1 週間以内にご提出をお願いします。
（２）制服について
制服の採寸については、１２月頃ご案内いたします。各園によってスケジュールが異なりますが、
１２月末～１月にかけて採寸いただく期間を設け、お引取りを３月以降に予定しています。
詳細は、時期が決定しましたらお知らせします。
途中入園の方は、随時行っております。
（３）園生活のしおり
英語幼児園の概要及び園生活の具体的な内容について記載しております。
３月には配布し、ご確認いただき、入園のご準備をお願いしております。
入園オリエンテーションにて、内容について説明をさせていただいています。
途中入園の方は随時行っております。
（４）入園オリエンテーション （来年３月中旬～下旬を予定）
「園生活のしおり」に基づき、園生活の具体的な内容についてご説明をします。
日程等詳細は、決定しましたら、追ってご連絡いたします。
途中入園の方は随時行っております。

■ 保育日・保育期間及び休園日 （２０１９年度例参考）
（１）保育日 月曜日～金曜日
※但し、園行事等により振替休園となる場合があります。
（２）保育期間 （２０１９年度例）
第Ⅰ保育期 ２０１９年
特別保育期 ２０１９年
第Ⅱ保育期 ２０１９年
第Ⅲ保育期 ２０２０年

４月
８月
９月
１月

８日（月）
１日（木）
２日（月）
６日（月）

～
～
～
～

２０１９年 ７月３１日（水）
２０１９年 ８月３０日（金）
２０１９年１２月２３日（月）
２０２０年 ３月２３日（月）

※特別保育期間は申込制となっており、人数により、異年齢保育を行う場合があります。
また、担任（外国人保育者・日本人保育者）以外が保育を行う場合があります。
特別保育期間中には、３・４歳児クラスはデイキャンプ、５歳児は宿泊キャンプ（１泊２日）を予定しています。

（３）休園日
①土曜日・日曜日・祝日
※但し、園行事や振替保育を行う場合があります。
※振替休園日 （２０１９年度例）
２０１９年１０月１５日（火）…運動会１０月１３日（日）実施の振替休園日
②夏期・冬期・春期の長期休園期間 （２０１９年度例）
◎夏期休園期間（学年によって異なります）
２歳児：
２０１９年 ８月１２日（月）～８月１６日（金）

３歳児～５歳児：２０１９年 ８月 ５日（月）～８月１６日（金）
◎冬期休園期間
２０１９年１２月２４日（火）～２０２０年１月５日（日）
◎春期休園期間
２０２０年 ３月２４日（火）～２０２０年４月６日（月）
※土曜日及び、夏期・冬期・春期休園期間中は、ウエルネスセンターやランゲージセンタープログラムにご参加
いただくことが可能です。（別途費用必要）
但し、対象年齢、プログラム期間、プログラム内容・時間等、天王寺園と土佐堀園では異なりますので、詳細
につきましては各園にお問合せください。

③その他
天候、災害、感染症の拡大防止等により緊急に臨時休園となる場合があります

■ 保育時間
ショート保育
ロング 保育
※延長保育

９：００～１４：３０
８：００～１８：００
１８：００～１８：３０（別途延長料金）

■ 保育者について
外国人保育者と日本人保育者（保育士資格者および無資格者）が協働して保育にあたります。
１年単位の担任制となります。
■ 費 用
◎入園時納入金
入園検定料 5,000 円
入園金
50,000 円

*ご出願時に入園願書に添えてご提出ください。
*ご兄弟・姉妹が在園されている場合は半額になります。

※尚、お支払いいただきました費用は原則としてご返金できませんのでご了承ください。

◎保育料
◆２歳児保育料（月額）
コース

施設費

教材費

ショート保育
9:00‐14:30
3,500 円

4,630 円

ロング保育
8:00‐18:00

◆２歳児保育料（全納）
コース
ロング保育
8:00‐18:00

保育費
週5日
週4日
週3日
週5日
週4日
週3日

65,830 円
55,540 円
45,260 円
79,200 円
69,940 円
60,690 円

保健衛生費

2,000 円

給食費

おやつ

9,070 円
7,420 円
5,780 円
9,070 円
7,420 円
5,780 円

2,500 円
2,090 円
1,680 円

*8 月の特別保育期間を含む。 *２０１９年度例

施設費
42,000 円

教材費
55,560 円

保育費
週5日
週4日
週3日

938,400 円
827,280 円
716,280 円

保健衛生費
24,000 円

給食費
108,8４0 円
89,040 円
69,360 円

おやつ
3,0000 円
25,080 円
20,160 円

◆２０２０年度以降予定 ３～５歳児保育料（月額）
コース

施設費

教材費

ショート保育
9:00‐14:30

保育費

週5日
3,500 円

72,800 円
56,500 円

（８月）

5,660 円

ロング保育
8:00‐18:00

保健衛生費

2,000 円

給食費

9,070 円
（８月）6,430 円

88,170 円
68,400 円

週5日

2,500 円
1,900 円

（８月）

◆２０２０年度以降予定 ３～５歳児保育料（全納）
コース

施設費

教材費

ロング保育
8:00‐18:00

42,000 円

67,920 円

（８月）

*8 月の特別保育期間を含む。

保育費

週5日

おやつ

1,026,270 円

保健衛生費

24,000 円

給食費

106,200 円

おやつ

29,400 円

◎延長保育料
ショート保育の方が時間外の保育を希望される時、また、両コースとも１８時以降の延長保育を利用され
る場合の費用です。
８：００～９：００
１４：３０～１８：００
１８：００～１８：３０

１日３０分あたり 820 円
１日３０分あたり 510 円＋おやつ代 100 円（1 日）
１日３０分あたり 1,000 円

◎特別保育期間の保育料
◆８月中の保育料
※８月１ヶ月単位での登録は、前述の保育料（月額）となります。
コース
ショート保育
ロング保育

保育料 (１日）
1 日 6,630 円
1 日 8,480 円

(*給食費を含む）
(*給食費・おやつ代含む）

◎通常保育期間における１日追加保育料
◆２歳児クラス週３・４日コースの方の１日追加保育料
コース
ショート保育
ロング保育

保育料(1 日）
1 日 4,470 円
1 日 5,910 円

(*給食費を含む）
(*給食費・おやつ代含む）

※上記保育料等につきましては、２０１９年度例及び、２０２０年度予定額となっております。消費税額の改正等
により、変更されることもございますのでご了承ください。

■ 制服・保育用品・その他費用について 《２０１９年度例 参考》
・制服代 （21,700 円程度～）
*
*
*
*
*
*

ユニフォーム（半袖ポロシャツ・ベージュパンツ）
体操服（半袖・ショートパンツ）
スモック
帽子
トレーナー
通園カバン

・防災クッション （1,700 円程度）
・お道具箱セット （4,000 円程度）
* ３歳児クラスより使用。２歳児で入園された方は、３歳児進級時に費用を徴収いたします。
* お道具箱セットを既にお持ちの方は、予めご相談ください。
* クレヨンやのり等使用したものの補充については、改めて購入いただきます。

・ピアニカ３２鍵盤 （5,000 円程度）
* ４歳児クラスより使用。それ以前に入園された方は、４歳児進級時に費用を徴収いたします。

※その他、遠足代、キャンプ代、活動写真販売、追加ユニフォーム代、その他用品代、卒園アルバム代など、
必要やご希望に応じて、別途徴収させていただきます。

■ 給食について
・週５日（週３・４日の方は週３・４日）、基本的に全員給食です。
・給食は外部給食会社に委託実施しています。
・給食は、主食（米飯）と副食（おかず）の組み合わせで、弁当箱形式です。
・給食のアレルギー対応につきましては、卵アレルギーのみの対応をさせていただいております。
・アレルギー対応が必要な場合、必ず事前にご相談ください。卵アレルギー以外の方については、
代替食あるいはお弁当のご用意をお願いしております。
・遠足などの行事で、お弁当をお願いする場合があります。

■ アフタースクールプログラム （３・４・５歳児クラスのみ）
・３～５歳児クラスでは、水泳・体育・フットサル・日本語（プレイグループ）をオプションとして受講することが可能
です。参加には、別途申込と費用が必要になります。
・ロング保育の方で、これらのプログラムに参加する場合は、1,000 円/月を保育費から引かせていただいてい
ます。(参加クラス数ではなく、参加されている方は一律になります。)
・なお、ショート保育の方が参加する場合には、クラス開始まで、お子様を本園でお預かりし、各クラスへはスタ
ッフがご案内します。お迎えにつきましては、直接、オプションクラス実施場所までお願いいたします。
（参加クラス毎におやつ代とお預かり保育料 1,700 円/月をいただきます。）

・これらのプログラムは、日本語での指導になります。
◆下記は２０１９年度のプログラムとなります。ご参考ください。２０２０年度のプログラム詳細につきましては、例年
２月頃に募集が始まります。募集時期になりまたら、あらためてご案内いたします。
*時間、プログラム、クラス費に変更が生じることもございますので、ご了承ください。
◆各園で、指定のアフタースクールプログラムと内容（クラス費を含む）が異なりますので、ご留意、ご了承くださ
いますようお願いいたします。
◆アフタースクールプログラムへの参加には別途費用が必要です。また、ウエルネスセンターのプログラムにご参
加の場合には、別途ウエルネスセンターへのお申込みが必要となります。
◆天王寺園アフタースクールプログラム（大阪南ＹＭＣＡウエルネス） 《２０１９年度例》
コース
水泳

体育
フットサル

日本語

対象

曜日

時 間

クラス費（月謝）

幼少水泳１（年中・長）
幼少水泳 4（年中・長）
幼児水泳 2（年少）
幼児体育
幼児小学生体育
幼児小学生体育
フットサル
フットサル

月曜日
木曜日
金曜日
火曜日
水曜日
金曜日
火曜日
金曜日

15：45-17：00
15：45-17：00
14：45-16：00
15：45-17：00
15：45-17：00
15：45-17：00
15：45-16：45
16：00-17：00

週１ 6,990 円
週 2 10,490 円
週 3 13,990 円
週 1 6,360 円
週 2 9,550 円
週 3 12,730 円
週１ 6,360 円
週 2 9,550 円

プレイグループ（年少）

月曜日

15：00-16：00

6,600 円

プレイグループ（年中）

火曜日

15：00-16：00

6,600 円

プレイグループ（年長）

水曜日

15：00-16：00

6,600 円

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

◆土佐堀園アフタースクールプログラム（土佐堀ＹＭＣＡウエルネス） 《２０１９年度例》
コース

対象

曜日

時間

クラス費（月謝）

フットサル

年中～年長

月曜日

17：00-18：00

6,710 円

年長～小学生
年長～小学生
年長～小学生
年長～小学生

火曜日
水曜日
木曜日
木曜日
金曜日
火曜日
木曜日

15：45-16：45
15：30-16：30
15：45-16：45
16：45-18：00
17：00-18：15
17：00-18：30
17：00-18：30

年少～年長

水曜日

14：45-16：00

6,990 円

年少～年長

月曜日

14：30-15：30

6,000 円

キッズ
スポーツ
ジュニア
体操
バスケット
ボール
水泳
（南Ｙプール）

日本語
プレイグループ

年少～年長

週 1 6,710 円
週 2 10,730 円
週１ 7,040 円
週 2 11,260 円
週１ 7,040 円
週 2 11,260 円

■ その他
◆子育て支援について
◎天王寺園
年に数回、地域の子育て家庭に、「子育て支援プログラム オリーブの木」を開催しています。
親子での保育体験や運動遊び、絵本の読み聞かせ等を行い、子育ての相談にも応じています。
また、南ＹＭＣＡ全体で行うファミリーカーニバル、ＢＡＲ３７３、地域のクリスマス会等、地域に開放
しているプログラムを行っており、園児とそのご家族もご参加できます。
◎土佐堀園
大阪ＹＭＣＡ会館１階の認可保育園「ＹＭＣＡとさぼり保育園」による子育て支援センター「ぶどうの木」
を開設しています。地域の子育て家庭に開かれた広場として、親子での保育体験や運動遊び、絵本の
読み聞かせ等を行い、子育て相談にも応じています。
また、土佐堀ＹＭＣＡ全体で行う、とさぼりサマーセミナー、とさぼりカーニバル、地域クリスマス会等、地
域に開放しているプログラムを行っており、園児とそのご家族も参加できます。
※開催日時などプログラムの詳細は、チラシの配布や、掲示等でご案内いたします。
◆大阪市認可外施設教育補助について （２０１９年度も適用）
当園は、大阪市認可外保育施設補助金の補助対象施設です。
１年ごとの年度更新で審査を受け、補助対象施設としての認定を受けております。
幼児教育無償化に伴い、２０１９年度より、３歳児まで対象が広がり（昨年度は４・５歳児のみ）、
３～５歳児の大阪市在住のお子様は一定の条件を満たせば、この補助金対象となります。
尚、２０２０年度以降も補助対象施設となるかどうかは、審査の結果によりますので、決まり次第、皆さまに
お知らせいたします。（例年１月～２月）
【補助対象児童になる条件】
下記１～５の条件すべてに該当する児童が補助対象児童となります。
１．対象児童が大阪市内に住所を有すること
２．対象児童が３歳児～５歳児
３．対象児童が幼稚園、保育所、認定こども園を利用していないこと
４．対象児童が利用する認可外保育施設との利用契約について、１日４時間以上、かつ週５日以上の
教育・保育とする契約で、契約期間が１か月以上であること
５．対象児童が大阪市から一定の教育の質があると認められた大阪市内にある認可外保育施設（補
助対象施設）（※）を利用していること
（※）補助対象施設は、大阪市から認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書または通知を交付されている
大阪市にある認可外保育施設を対象に募集を行い、その募集に申請した施設のうち、審査の結果、大阪市から一定
の教育の質があると認められた認可外保育施設を指す。

【補助対象申請について】
毎年、６月頃、園を通して、大阪市より書類が届きますので、皆さまにお渡しいたします。
それに従って、書類をご記入等していただき、大阪市に直接申請をお願いしております。

なお、２０１９年１０月より、国の幼児教育無償化施策が施行されましたら、補助額や対象につきまし
ても拡大される予定です。
詳細は、大阪市のホームページ「認可外保育施設における幼児教育の無償化について」のページを
ご参照ください。https://www.city.osaka.lg.jp/kodomo/page/0000398015.html

