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早翠の教育 

 
１．「こころの原風景」をつむぐ（早翠の教育理念） ――――――― 2p 

        早翠幼稚園・第二早翠幼稚園とは？ 

幼稚園って、どんなところ？ 

    乳幼児期の教育とは？ 

 

２．日々の教育 ―――――――――――――――――――――――― 4p 

      保育時間 

      年間行事 

        保護者の方にご参加いただく日 

      その他 ―――――――――――――――――――――――――― 7p 

 服装、持ち物 

            あゆみノート・連絡帳 

えほん 

園からのおたより 

        れんらくアプリ 

        ホームページ 

                おうちえん 

教育相談 

バスの運行に関して 

         愛育会への参加 

                災害、防災時の避難連絡、避難場所について 

 

３．保育料・保育必要認定 ―――――――――――――――――――― 11p 

       保育必要認定 

       毎月の保育料に関して 

     

４．課外活動 ―――――――――――――――――――――――――― 13p 

       クラブ活動 

       ナースリー制度 

     特別教育プログラム  

 

  施設概要 
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１．「こころの原風景」をつむぐ（早翠の教育理念） 

 

あなたの幼少時代を思い出したとき、まず一番に頭に浮かぶ景色は何でしょうか？ 

嬉しいとき、悲しいとき、その時の日の光や香り、ふとした瞬間の情景。 

溢れでる思いと共に、鮮やかによみがえるあのときの風景。 

 

それが、あなたの”心の原風景”です。 

 

ゆったりとした安堵感と共に、 静かに自身を励まし、前を向く勇気を与えてくれる”心の原風景 “は、 

「わたし」の拠り所であり、自らをふり返る起点となるものです。 

 

また、“心の原風景 “は、人の内面のいちばん深層で人間性を形作り、支えてくれるものでもあります。 

つまり、「 人格 」、「 ひととなり 」と呼ばれるものは、幼児期の教育の中で培われ、 

形作られていくのです。 

 

人格形成の基礎となり、長い人生を支えてくれる幼児期の体験。 

早翠幼稚園では、子どもたちひとりひとりの心に触れながら、 

強さ・たくましさ、やさしさやこころの豊かさ、 

しっかりとした学力・思考力、豊かな情緒や感性など、 

子どもたちが成長して、自分自身の力で豊かな未来を 

切り開いていく力を、豊富な経験の中で培っていきます。 

 

そして、子どもたちにとって“心の原風景”となる経験を紡いでいきたいと強く願っています。 

 

 

早翠学園園長 

徳本達之  

早翠の教育 
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（早翠幼稚園・第二早翠幼稚園とは）                    

早翠幼稚園は、大正５年に、浄土真宗の寺院・良覚寺が母体となり当時の敦賀の町の方々からの支援を

受けて認可・設立された幼稚園です。昭和３９年に第二早翠幼稚園が開園。平成１６年にさみどり保育

園、平成２４年に新和さみどり保育園が開園し、さみどり幼児教育グループとして４園体制で運営して

います。「心とからだの健やかな子どもに育てよう」という教育目標のもと、仏教的な慈愛の精神に基づ

き、心身ともに健やかな子どもの成長を願い、幼稚園教育に取り組んできました。卒園生は、１２，００

０名近くに及び、幅広い分野で大きく活躍しています。これまでも、そして、これからも、子どもにとっ

て最高の幼稚園として、理想的な教育内容、教育環境で子ども達を育んでいきたいと願っています。 

 

（幼稚園って、どんなところ？） 

  幼稚園は、子ども達にふさわしい生活を考えて、花や緑に囲まれた「子どもの園」として、ドイツで

初めて創設されました。人間として成長していくうえで一番大切な幼児期に、子ども達が実際に活動し

経験することをとおして、その基礎としての感性と知性を培い育んでいこうとするのが幼稚園です。い

わゆる「読み、書き、計算」等を学ぶ前に、学ぶべきこと、育ててあげるべきことを、子どもにふさわ

しい遊具、教具、環境の中で、友だちと互いに影響しあいながら、又、先生からヒントや、ちょっとし

た助けをもらいながら、実体験をとおして学んで行くところです。 

 基本的な生活習慣が身に付き、言語の発達と共に他人との相互理解ができ、社会性が芽生える３歳、

４歳から幼稚園の教育は始まり、小、中、高、大学等と共に、公教育の機関として、位置づけられてい

ます。 

 

（乳幼児期の教育とは？） 

  乳幼児期の教育では、子ども一人ひとりの、好奇心や、驚きを大切にしながら、子どもが活き活きと

「あそぶ」ことによって、大きく成長していきます。 

  幼稚園は、ただ単に、歌や、おゆうぎ、折り紙などを、教えてくれるところではありません。又、時

間中子どもを預かって、ただ普通にあそばせておく所でもありません。 

幼稚園教育の５つの視点 

 ①健康な体の成長を助長し、生きていく力を身につける 

 ②自立心を育て、社会性を養う 

 ③身近な環境に関わり、思考力を育てる 

 ④言葉を豊かにし、心を育む 

 ⑤感性を育て、創造性を豊かにする 
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２．日々の教育 
 

（早翠学園 5つのポリシー） 

① 心身のバランスのとれた成長を 

② 個性を尊重し、それに応じた保育を 

③ 子ども達にとって、よりよい環境を 

④ 豊かでより有意義で、多様な経験を 

⑤ ポジティブで、ハイレベルな人間の育成を 

 

 

早翠学園では、一人ひとりの個性を大切にしながら、心身両面にバランスのとれた教育を行っています。

そして、幅広い、豊かな経験を通し、質の高い、本物の教育環境の中で、ハイレベルな人間の育成を推進

しています。それを実現するための早翠学園の教育課程は、私たちの理念でもある、子どもたちにとって

の『心の原風景』となるような実体験に結びつくことを常に念頭に置いています。 

   

― 教育・保育の日数・時間 ― 

☆教育・保育日数 

 幼稚園教育としての保育日数は、年間３９週以上、約２００日の教育日数 

 保育を必要とする２・３号認定の子どもは、教育日数に加えて保育園に準じて保育を行います。 

 

☆教育・保育時間 

（幼稚園教育を希望する子ども・1 号認定） 

1号           ８：３０ ー １４：００ (月〜金) 

***土曜日、長期休暇中は、ナースリー保育が利用できます。 

 

（保育を必要とする子ども・２，３号認定） 

2・3 号の保育短時間    ８：３０ ー １６：３０ (月～金・長期休暇) 

2・3 号の保育標準時間  ７：３０ ー １８：３０ (月～金・長期休暇) 

***土曜日の保育は、保護者の方の就労証明が必要です。 

 

 

○保育必要区分に関しては１３ページをご参照ください。 

○子ども達のより豊かな経験を願い、保育時間終了後に、希望者対象の課外クラブを開催しています。 

○園バスを運行しています。ルートは、保護者の方とご相談の上決定します。（第二早翠幼稚園のみ） 

○１号認定、２．３号の短時間認定の方は、８：３０以前、１４：００・１６：３０以降の保育は、 

 ナースリー・延長保育になります。 

２．日々の教育 
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― 年間行事 ― 

 

（4 月） 入園式（3～5歳児） しいたけ菌うち（4 歳児） 

 

（5 月） 花まつり  遠足（3～5歳児） 芋の苗さし（4歳児）  天筒山登山（5歳児） 

      

（6月） さみどりバラ園  参観・クラス懇談会（2～5歳児） 人形劇鑑賞 動物園見学（5歳児）  

じゃがいも掘り（5歳児） 

 

（7 月） 自然観察園  お泊まり会（5歳児） 

 

（8 月） 夏休み サマースクール 

 

（9 月） 神輿渡御（5歳児） ぶどう狩り（3歳児） 祖父母参観 

 

（10 月） スポーツフェス（2～5歳児） さつま芋掘り（4 歳児） 地引き網（4歳児）  

園外保育（3歳児） 焼き芋パーティ  

 

（11 月） 親子遠足（2歳児） 美術館見学（5歳児） 愛育会総会・参観  しいたけ採集（5 歳児）  

      

 

（12月） お店屋さんごっこ  成道会  お餅つき（2～5歳児） クリスマスお楽しみ会 

      ウィンタースクール 

 

（1 月）   スケート教室（5歳児）  

 

（2 月）  豆まき  

 

（3 月）  ひなまつり発表会  鑑賞会  お別れ会  卒園式  スプリングスクール 

※新型コロナウイルスの感染状況により、園行事の中止、内容変更を行います。 
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（ 保護者の方にご参加いただく日 ） 

幼稚園の１年の教育に関連し、保護者の方に、園の方へ来ていただく主な行事の予定は、次の通りです。 

保護者の方に関係する行事日程は、前の月の「さみどり LAND」と当園の Webサイトでお知らせします。 

※事情により、予定が変更になる場合があります 

 

内容 早翠 第二早翠 備考 

入園式 4/9 4/12 新入園児の保護者（3歳以上児） 

遠足（３～５歳） 5月中旬 5月中旬 学年ごとに両園一緒に開催  

親子遠足 5月下旬 5月下旬 運動公園に行きます(2 歳児) 

参観・クラス懇談会 6月上旬 6月上旬 保育参観、クラス懇談(2 歳以上児) 

親子ぶどう狩り 9月上旬 9月上旬 ３歳児親子で出かけます 

祖父母参観日 9/10 9/10 ふれあい遊びなどをして過ごします（3歳以上児） 

スポーツフェス 10/9 10/9 運動公園体育館（2歳以上児） 

親子バス遠足(2歳児) 11月上旬 11月上旬 晴天：ミカン狩り、荒天：エンゼルランド 

愛育会総会・参観 11月中旬 11月中旬 愛育会総会・保育参観 

個人懇談 7月, 10月 7月, 10月 個人懇談(希望者) 

5歳児：7月  3，4歳児：10月～ 

親子スケート教室 1月上旬 1月上旬 ５歳児初心者向け教室 サンピアで 

ひなまつり発表会 2/19 2/19 両園合同の発表会、プラザ萬象にて（3歳以上児） 

卒園式 3/22 3/23 卒園児保護者 

 

※入園式は、３歳以上児クラスで行います。０，１，２歳児クラスのお子さんは、３歳進級時にあらため

て入園式を行います。 

※０，１，２歳児クラスは、子どもの発達段階を考慮して、参加しない行事があります。（上記備考欄参照） 

※日程が確定していない行事等は、前月のさみどりＬＡＮＤおよび幼稚園ウェブサイトにより、なるべ

く早めにお知らせします。 

※行事により、保護者の方からボランティアをお願いすることがあります。 
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― その他 ― 

（ 服装、持ち物 ）＊制服・体操服は３歳以上児のみです。 

※３，４，５歳児は制服、０，１，２歳児は私服とします。（動きやすく、華美ではない服を着用して下

さい。）指定の名札をつけて下さい。（２歳児以上） 

※規定の上記の制服の中で、子どもの体調、天候などに合わせて、自由に組み合わせて着てください。 

※特に、衣替えの日なども定めていません。 

※ポロシャツ、ハイソックスは、規定制服に準じた市販品の使用可。 

（ポケット・ワンポイントはＯＫ） 

※細かく規定はしませんが、集団生活にふさわしい、身だしなみ、持ち物でお願いします。 

※華美な髪型、髪色も避けましょう。 

※０，１，２歳児の３号認定の方は、お昼寝の布団をご用意下さい。 

※入園にあたって準備していただく物については、別紙「幼稚園でこんな物を使います」をご参照下さ

い。 

 

 

 

制服・・・ ニットジャケット・ベスト、ズボン・スカート 

      ブラウス・ポロシャツ・半袖ブラウス・半袖ポロシャツ 

      ハイソックス（白・濃紺・モスグリーン） 

 



8 
 

（ あゆみノート、連絡帳 ） 

○「あゆみ（２～５歳児）」「連絡帳（０～２歳児）」について 

※２～５歳児は、毎朝登園のしるしに、「あゆみ」にシールを貼っていきます。月末は、数日「あゆ

み」を預かり、園でのお子さんの様子を記入して、翌月１日にお渡しします。 

※０～２歳児は、毎日園と家庭との間で、「連絡帳」のやりとりをします。双方で連携をとりながら

保育をするために、ご家庭での様子や育児の相談など、何でも記入して下さい。 お子さんの園で

の様子もお知らせいたします。 

 

 

（ えほん ） 

きれいな絵と共に、いろいろなお話が子どもの心に響く絵本は、幼児の成長にとってなくてはならない

ものです。１，０００冊以上の絵本の中から、子どもに与えたい質の高い絵本を、学年ごとに年間６冊、

職員が厳選して教材としています。（３歳以上児） 

いい絵本は、繰り返し繰り返し読んであげるものです。クラスでみんなと読んだ後、ご家庭でも、繰り返

し読んであげて下さい。詳しくは、４月にお知らせします。 

幼稚園の絵本コーナーは、幼児期にふさわしいいろいろな絵本を数多く揃えて、子どもたちが自由に好

きな絵本を読むことが出来ます。外国の絵本なども日本語訳を付けてたくさん用意しています。 

 

（ 園からのおたより ） 

○幼稚園からのお知らせは、プリントとアプリ・ウェブサイトへのデータでお知らせします。 

  １．さみどりＬＡＮＤ 

       毎月１回、前月末に、予定表と共にお渡しします。 

       園全体の、一ヶ月の様子、各学年の活動やねらい、行事の内容、持ち物等をお知らせします。 

  ２．学年だより 

       月１回発行。 

        子ども達の成長や、今興味を持っている遊び、そして、歌や絵本の紹介など、学年の様子をお知

らせします。 

３．その他 

       ないおん・・・仏教的な慈愛の心で、子どもの育ちを考えます。 

       ＰＴＡしんぶん・・・全国私立幼稚園ＰＴＡの新聞で、おもしろい話がいっぱい。 

   

***幼稚園からのプリントは、月別にきれいな色の紙に印刷します。 

  幼稚園からの連絡文書は、メールでも送信予定です。 
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（ れんらくアプリ ） 

幼稚園からのお知らせ配信の他、お子さんの欠席連絡、預かり保育の申し込み等は、「メール発信システ

ム(れんらくアプリ)」にて行います。日頃お使いのスマートフォン、ＰＣメールなどを登録下さい。 

 

（ ホームページ ） 

早翠学園の日頃の保育や行事等の様子は、早翠学園の Web サイトにアップしていますので、是非ご覧下

さい。Web サイトにはその他の事務情報等も記載されています。 

（ＵＲＬ：https://samidori.com/） 

 

 

（おうちえん） 

幼稚園での普段の教育の様子は、スマートフォンアプリの「おうちえん」を使ってお知らせしています。

盛り上がった活動や、担任だけの胸にしまい込んでおくにはもったいない楽しい様子を配信します。 

「おうちえん」の使用方法等については、新年度が始まってからご案内させていただきます。 

 

 

 

 

 

https://samidori.com/
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（ 教育相談 ） 

どのような内容でも、どんな些細なことでも結構です。 

ご都合に合わせて、いつでもご相談下さい。 

・送迎の際に 

・電話やＦＡＸのご利用 

・Mail 相談窓口 info@samidori.ed.jp 

 

（ バスの運行に関して ） 

通園の便宜を図るため、下記のルートで運行する予定です。 

尚、運行時間は 8:30登園 14:00降園の１号認定の時間帯で運行しています。 

（第二早翠幼稚園） 

園－公文名－ひばりヶ丘－金山－桜ヶ丘－佐田－園－木崎－櫛川－松葉町－中央町－昭和町－園 

 

***乗降場所についてはご相談下さい。又、一ヶ月、一日単位のご利用も可能です。 

***長期休暇中など、1号通常保育日以外のバス運行はありません。 

***通園バスの運行状況は、メール発信システム(れんらくアプリ)で、通知を受け取ることができます。

尚、ほかにご不明の点などございましたら、お気軽にご相談下さい。 

***通園バス利用は、２歳児からとなります。０，１歳児の方は、保護者の送り迎えをお願いします。 

 

 

（ 愛育会への参加 ） 

幼児期の教育は、幼稚園と家庭が、車の両輪のように手をたずさえて、臨むことが大切です。当園では、

「早翠愛育会」というＰＴＡ組織が、保護者の方同士の交流を深めたり、園での子どもの楽しい活動をサ

ポートしたりします。 

 

 

（ 災害、防災時の避難連絡、避難場所について ） 

台風、大雪、地震、火事など災害時の避難対応はれんらくアプリで、お知らせします。 

尚、非常時は携帯電話の通信が制限されます。Eメールの配信は行われませんが、れんらくアプリへのプ

ッシュ通知は配信されます。インターネット環境により電波が届かない場所では、通信状況によって正

しく作動しない場合があります。 

 

第一避難場所は、幼稚園です。帰宅避難が必要な場合は、園までお迎えに来て下さい。 

mailto:info@samidori.ed.jp
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―保育必要認定― 

１号認定  ： 満３歳以上の幼稚園の教育を希望の方 

新２号認定 ： １号認定を受け、就労等により２号認定相当の方 

２号認定  ： 満３歳児以上の保育を必要とする方 

新３号認定 ： 満３歳児の保育の必要性があり、かつ市町村民税非課税の方 

３号認定  ： ３歳児未満の保育を必要とする方 

※お仕事の状況や、保育料負担額等も勘案して、必要な保育必要認定をしてください。 

 

―保育必要認定の手続き― 

早翠幼稚園・第二早翠幼稚園は、「認定こども園」の認定を受けています。 

保護者の方の保育料の負担は、市町役所を通して公的な補助を受ける事になるため、それぞれ住民票が

ある役所で「保育必要認定」を受ける手続きが必要です。 

必要書類は、園でお渡しし、必要事項を記入頂いた上、役所の手続きを経て「保育支給認定書」が発行さ

れます。 

 ※全ての方が原則として、市・町役所で保育認定の手続きが必要です。 

 

―教育期、保育時間など― 

幼稚園の保育時間、教育日数等々は、これまでと変わりません。保育所と同じ日数・時間の保育を必要と

する２号・３号認定の方は、他の保育所と同じ保育時間になります。 

 

―保育料等― 

・３歳から５歳までの保育料が無償となります。 

・３号認定（０～２歳）の方は、住民税所得割額に応じて、保育料負担額が違います。 

・２歳児クラスの幼稚園部の保育料は、誕生日を迎える前までは月額２７，５００円、誕生日翌月から満

３歳児として１号認定を受けて、保育料が無償になります。 

・無償化となるのは保育料のみで、給食費は保護者負担となります。第３子以降のお子さん、年収 360万

円以下の世帯では、副食費が免除になります。 

・毎月の諸経費（施設整備費、教材費、給食費、絵本代）は、次ページの一覧表をご覧下さい。 

・ナースリー保育料は、新２号認定の方は月額 11,300円、新３号認定の方は月額 16,300円まで無償に 

なります。 

３．保育料・保育必要認定 
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（毎月の保育料に関して） 

（１）毎月の保育料 

３．４．５歳児クラス・・・保育料無償 

２歳児（満３歳を迎えるまで）・・・月額２７，５００円 

  ０～２歳児（保育園部）・・・下記の表のとおり  

***０～２歳児の保育園部の方 

    第２子のお子さま → 半額が補助されます       ***同時在園の場合 

    第３子のお子さま → 全額補助となります       ***１８才以内の年齢でカウント 

***令和２年９月より、第２子以降の年収３６０万円未満世帯の方も無償化の予定です。 

 

（２）毎月の諸経費 

 0～2歳・満 3歳児 3歳児 4歳児 5歳児 

３号 １号 １号 ２号 １号 ２号 １号 ２号 

施設整備費 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 

教材費 

(特別教育活動費) 
2,300 2,300 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 

給食費  4,300 5,700 7,700 5,800 7,700 5,700 7,700 

絵本代   630 630 730 730 750 750 

計 3,900 8,200 10,430 12,430 10,630 12,530 10,550 12,550 

（***給食費、絵本代は令和２年度の金額です。給食費は年間の給食回数によって算出の為、１号と２号

で金額が違います。） 

***３号該当の方は給食費の負担がありません。 

***たとえ２号に該当する方であっても、あえて１号申請をすることは可能です。 

 

 

 

 

階層区分 第１ 第２ 第３ 第４ 第５－１ 第５－２ 第６ 第７ 第８

定義 生活保護世帯
市町村民税

非課税世帯

所得割課税額

48,600円未満

所得割課税額

97,000円未満

所得割課税額

139,500円未満

所得割課税額

169,000円未満

所得割課税額

301,000円未満

所得割課税額

397,000円未満

所得割課税額

397,000円以上

保育標準

時間
無償 無償 12,000円 23,000円 31,000円 39,000円 45,000円 49,500円 53,900円

保育短時間 無償 無償 11,800円 22,700円 30,500円 38,400円 44,300円 48,700円 53,000円
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３．課外活動 

 

― クラブ活動 ―   
希望者を対象としたクラブ活動では、子どもの興味や関心を引きだし育てる活動の一環として、保育後

の時間に課外活動を行っています。早翠学園では、幼児期に相応しい活動を厳選した上で、クラブ活動が

より充実した内容となるよう努めています。 

 

１． さみどりキッズサッカークラブ （４，５歳児） 

早翠学園の広いグラウンドを、走り回りながら、ボールを自在にコントロールすることにより、サッカー

のみならずその他の運動神経を高めます。 

 

２． スポーツクラブ    （４歳児～小学生） 

体操教室の講師の方々と、幅広い運動を通して、全身を駆使し、思い切り身体を動かし、運動の楽しさ、

充実感を味わいながら、様々な運動を子どもたちと楽しみます。 

 

３． 英語で遊ぼう    （４歳児～小学生） 

人間の言語学習能力は幼児期がピークです。英語教室では、暗記型の英語学習を子どもに強制するもの

ではなく、小学校以降の英語教育に対する動機となるような指導を心がけています。 

 

４． 描いて遊ぼう    （４歳児～   ） 

感性、創造性を育む大切な幼児期に、様々な素材や色彩を子どもたちに育みます。子どもたちは、厚紙で

の工作から本格的な油絵、アクリル絵の具、水彩画まで、様々な創作活動に挑戦し、作品を仕上げます。 

 

５． バレエ教室   （３歳児～   ） 

良い姿勢、確かなテクニック、美しい豊かな身体表現、音楽性、言葉を注意深く聞いて理解できる能力、

仲間と協力しあえる能力、芸術的センス、音楽を通した国際感覚、そして、子どもたちにとって楽しく集

中できるクラスづくりをしています。 

 

６． ピアノ・ラボ （４，５歳児） 

楽しく音楽に親しむ、個人レッスンのピアノ教室です。鍵盤楽器は子どもの音楽性を育むだけではなく、

脳神経の発達にも非常に良い影響を及ぼします。子どもが音楽をいつでも楽しんで演奏することを第一

に指導を行っています。 

 

７． わくわくリトミック （３歳児） 

リトミックは、色々な道具を使って音楽に合わせて楽しく身体を動かしながら、自然に音感やリズム感

４．課外活動 
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の基礎、表現力などの音楽の基礎能力を養う教育です。子どもたちの感受性、聴覚能力の発達に応じて、

楽しみながら音楽の世界を広げていきます。 

 

８． ヴァイオリン・ラボ （３歳児～小学生） 

ヴァイオリンは、一人で弾いて楽しむ独奏楽器でもあり、色々な人たちと一緒に楽しむ合奏楽器でもあ

ります。基礎練習のみならず、音楽を楽しむことを常に意識できるよう、美しい弦楽の響きに親しむこと

を重視しています。 

 

９． バドミントンクラブ （４歳児～小学生） 

年中・年長期は運動を始めるには最適であるとされ、神経系の発達は 4歳ぐらいから著しく発達し、中学

3年生頃にはほぼ成人と動揺になっていくといわれています。バドミントンを楽しみながら神経系の発達

を促し、様々な基本動作を身につけていきます。 

 

１０． 体軸ラボ（３歳児～５歳児） 

体軸とは、「体の中心を貫く軸」のことであり、体軸が形成されることで、筋肉のバランスが整い、姿勢

が良くなり運動能力が向上しやすくなります。運動神経が著しく発達し始める幼児期から正しい身体の

使い方、全てのスポーツに繋がる運動スキルの基礎を、身体遊びを通して楽しく習得していきます。 

 

１１．ＳＡＫＵＲＡゼミナール  （５歳児～小学生） 

科学・数学・プログラミング領域の参加体験型プログラムです。基礎学力を身につけるとともに、自分で

考え、学ぶ姿勢を育てることを目標として、本当の思考力、課題発見能力、問題解決能力を育成します。 

実験や体験をするだけでなく、子どもたちの自由な想像力を引き出しながら科学の基本概念や方法を学

んでいきます。 

 

（スイミングスクールへのバス運行） 

敦賀スイミングスクールに通われている幼稚園児の便宜を図るため、スイミングスクールの迎えのバス

が、幼稚園まで立ち寄っています。幼稚園の保育終了後、園から直接、敦賀スイミングスクールに通える

こととなります。 

 

・幼稚園への迎えのバスの対象は、敦賀スイミングスクールの５歳クラス（Ｂクラス） 

  月・火・木・金曜日の３：２０～４：３５のクラスです。 

・スイミングのスクールバスは、２時半頃に、幼稚園まで迎えに来ます。それまでは、幼稚園で時間を過

ごします。（帰りは、所定の時間に、スイミングスクールまでお迎えをお願いします） 

・バス利用は、４歳児の１０月～となります。（新規で入会した場合は、スイミングに慣れた翌月からバ

スを利用することができます。） 
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― ナースリー制度 ―  
 

ナースリー制度とは、ちょっとした用事、仕事など、忙しいお母さんのために、園の保育が終わった後、

そのまま幼稚園で責任を持ってお子さんをお預かりする制度です。毎日、ナースリーのためのちょっと

したプログラムも交えながら、ゆったりとした雰囲気の中で子どもたちが楽しく時間を過ごす制度です。 

保育終了後、最長 18：30まで利用可能です。クラブ終了後に利用することも可能です。             

ナースリーご希望の場合は、れんらくアプリにて当日 12時までに申し込みください。お迎えの際に、利

用時間に応じてナースリーチケットをスタッフに渡して下さい。 

3歳以上児（11枚セット：￥2000）・2歳児（10枚セット：￥3000） 

***幼稚園の窓口で頒布しています。原則、セットでお求め下さい。不用なチケットは払い戻しをしま

す。利用は 1時間単位です。 

 

【新 2.3 号認定】  新２号認定は月額 11,300円、新３号認定は月額 16,300円まで無償です。 

月 64時間以上の就労、求職、疾病、障がい、出産、介護、就学を条件に認定を受 

          ける事が出来ます。支払いは償還払いになります。 

          月ごとの領収書を園から発行し、３ヶ月ごとに市へ請求します。 

 

― 特別教育プログラム― 
 

春休み・夏休み・冬休みの長期休暇中、子ども達の豊かで実りの多い生活を願って、早翠学園で特別教育

プログラムを実施しています。内容は、みんなでクッキング、おもしろ体験、簡単工作など多岐にわたり、

子ども達は、その季節ならではの体験をすることが出来ます。また、ナースリー保育も変則的に開催し、

ご家庭での子育てをきめ細かくサポートします。 

対象者は、在園児、卒園生・在園児兄姉(小学校６年生)までです。開催場所は第二早翠幼稚園で、その日

のプログラムによって、時間が異なります。 

下記の時期に開催のご案内を幼稚園よりお知らせしています。その際に Web のお知らせページにも資料

を掲載しますので、ご確認ください。 

 

スプリングスクール：2 月中旬 

サマースクール：6月中旬 

ウィンタースクール：11 月中旬 

 

 

 

 

 



16 
 

幼稚園施設データ 

 

早翠幼稚園     敦賀市本町 1-6-10 

  施設類型    幼稚園型認定こども園 

  敷地面積    1,768.53㎡  （535坪） 

  園舎床面積      606.47㎡  （183坪） 

 

  園庭面積     980   ㎡  （296坪） 

保育室数    4  室 

 

 

第二早翠幼稚園   敦賀市市野々町 1-110 

  施設類型    幼保連携型認定こども園 

  敷地面積    7,017.51㎡  （ 2,123坪） 

  園舎床面積     2,672.14㎡  （   808坪） 

  園庭面積    2,523.88㎡  （   764坪） 

保育室数    13  室 

 

 

さみどり自然観察園  敦賀市櫛川 91-1-5など （若狭湾国定公園内） 

  敷地面積      13,755.04㎡  （4,161坪） 

うち保安林  9,560  ㎡ 

  施設床面積      282.89㎡  （   86坪） 

  施設      セミナーハウス 屋外運動場、陶芸ハウスなど 

 

 

さみどりバラ園 

  敷地面積     2,117.08㎡  （ 640.5坪） 

  ログハウス      105.30㎡  （   31.9坪） 

施設      芝生広場、花壇、四阿、メダカ池、ミニＳＬ 


