
共通

教育認定
（1号）

教育認定
（1号）

長期

園庭開放

教育認定
（1号）

平日 ピノキオ教室

スマイルクラブ

園庭開放

保育認定
（2号）

長期 園庭開放

４月開始　年30回（火曜）10時30分～12時
入会金2,000円　会費 前期後期 各7,500円

長期

年間９回（木曜）10時30分～12時（無料）

毎週月曜 10時～12時・毎週木曜 13時30分～15時30分（無料）
（祝祭日・雨天時・千葉県民の日・年末年始・お盆・園行事の日・9月を除く）

全給食・週3回給食・全弁当の
選択制

1食320円

７時～19時 水曜 月２～３回程度（無料）＊日程・時間はホームページをご確認ください。

7時～8時30分
教育時間後～19時

                                  1時間        ２00円
            　　　　　  （15分単位　50円）

自園調理給食
　教育認定（1号）：月額7000円
　保育認定（2号）：月額7500円
＊お弁当の日あり（月１回程度）
＊詳細は園にお問い合わせください

ことり組
5月開始　年間15回　 9時30分～11時30分
年会費　23,000円（15回分、教材費・おやつ代込）

うさちゃん
教室

週1回（水・金曜のうち希望日）
10時30分～11時30分　会費　3ヶ月5,000円

　　7時～8時    　           15分間         100円
　　8時～1８時　            １時間          200円
　　18時～19時　           15分間        100円 毎週水曜　14時30分～16時（無料）

認定こども園
湖北白ばら幼稚園

中峠村下1-2
TEL 7188-2211

平日

認定こども園
わだ幼稚園

布佐1275
TEL 7189-1608

7時～19時 給食

教育認定（1号）：
　月～金（希望者のみ）
　1食310円
保育認定（2号）：
　全給食・弁当　選択制

　　7時～7時30分           30分間　　 200円
　　18時30分～19時　   30分間　　 200円
　　7時30分～18時30分
　　　　　　　　　　　　 30分間　　１00円

平日　9時～14時

保育認定
（2号）

標準　  7時30分～18時30分
短時間  8時30分～16時30分

平日 8時30分～14時
水曜 ８時30分～11時30分
　　　（月１回程度）

教育認定
（1号）

標準　  7時～18時
短時間  ９時～1７時

認定こども園
つくしの幼稚園

つくし野6-23-10
TEL 7184-3200

教育認定
（1号）

平日 　　  8時30分～14時
第３水曜   8時30分～11時

平日 7時～8時30分
教育時間後～19時

保育認定
（2号）

月曜～金曜
　標準　  7時30分～18時30分
　短時間  8時30分～16時30分
土曜（就労状況による）
　標準　  7時30分～12時
　短時間  8時30分～12時
※延長有

長期 7時～19時

　　7時～8時30分           15分間        100円
　　教育時間後～18時       30分間       100円
　　18時～19時              15分間        100円

給食

月・水・金

いちごぐみ

週1回（火・木曜のうち希望日） 10時30分～12時
終了後30分間 園庭開放
入会金5,000円　参加費1回200円（チケット制）
＊申し込み等、園に直接お問い合わせください。

1食　320円
（全給食に変更も可能）

　　7時～8時30分　        15分間        100円
　　8時30分～18時　      30分間        100円
　　18時～19時　　        15分間        100円

弁当
火・木
（全弁当に変更も可能）

平日

7時～19時

長期

保育短時
間認定

（2号）

7時30分～8時30分　　　30分間    100円
認定時間後～18時30分　 　30分間    200円

認定こども園
ひかり幼稚園

緑2-3-1
TEL 7185-0415

教育認定
（1号）

平日 　　  8時30分～14時
第３水曜   8時30分～11時

平日
7時～8時30分
教育・保育認定時間後
　～19時

保育認定
（2号）

月曜～金曜
　標準　  7時30分～18時30分
　短時間  8時30分～16時30分
土曜
　標準　  7時30分～17時
　短時間  8時30分～17時 長期 ７時～19時

　　7時～8時30分　        15分間        100円
　　14時～18時　           1時間          200円
　　18時～19時　　        15分間        100円

教育認定
（1号）

保育認定
（2号）

平日　　  9時～14時
第３水曜  9時～11時

月曜～金曜
　標準　  7時30分～18時30分
　短時間  8時30分～16時30分
土曜（就労状況による）
　標準　  7時30分～17時
　短時間  8時30分～17時

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　             　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和４年4月現在

注：詳しい内容については、直接認定こども園にお問い合わせください。

注：幼保連携型認定こども園も1号認定の児童を受け入れております。

幼稚園型
認定こども園名

教育・保育時間
（教育認定のお子様は土曜日は休園です）

（保育認定の時間は保護者の就労状況等に応じ
て認定します）

預かり保育（教育認定）（平日：月曜～金曜日／長期：夏･冬･春期休業期間）
延長保育（保育認定）（平日：月曜～金曜日／長期：土曜日と夏･冬･春期休業期間）

弁当・給食 未就園児保育

実施時間 利用料

弁当 水・金（希望者） 園庭開放 月1～２回　無料
＊日程はホームページに掲載

　　７時～７時30分　        30分間      200円
　　18時30分～19時 　    30分間      200円

給食
月～金

くまちゃん
クラブ

5月開始　週1回  火・木・金曜の3クラス　随時受付
10時30分～11時30分   園庭開放あり
会費　5月と11月に9,000円　入会金　5,000円　保険代等　1,000円

　7時30分～8時30分　　 30分間     100円
　教育時間後～18時30分   30分間     100円

7時30分～18時30分　 30分間     100円

認定こども園
湖北台幼稚園

湖北台8-10-2
TEL 7188-1001

我 孫 子 市 内 認 定 こ ど も 園 一 覧


