
    令和３年度    

学校法人トキワ学園 トキワ幼稚園 

〒509-0231 可児市緑ヶ丘 2-188-1 

☎ ０５７４-６２-７２７２ http://tokiwa-youtien.ne.jp 

■ 募集人員 

   満３歳児 （未満児） ４０名  （平成３０年４月２日～平成３１年４月１日） 

★誕生日から入園できます。詳細は園までお問合せ下さい。 

３歳児  （年少児） ８０名  （平成２９年４月２日～平成３０年４月１日） 

４歳児  （年中児） 若干名 （平成２８年４月２日～平成２９年４月１日） 

５歳児  （年長児） なし  （平成２７年４月２日～平成２８年４月１日） 

 

■ 入園説明会  

１０月１２日（月）   ①１０時００分～１０時５０分     ②11 時００分～１１時５０分 

 ★申し込み制です。お電話にてお申込み下さい。  ☎ ０５７４（６２）７２７２ 担当：池田、山内 

（場 所）…トキワ幼稚園ホール ＊新園舎玄関より靴を持ってお入り下さい。 

（駐車場）…緑ヶ丘グランド 

（持ち物）…入園願書書類一式 

（その他）…お子さんと一緒にお越し下さい。 

・落ち着いて説明をお聞きいただけるように、ホールの後方に遊べるスペースを用意します。 

    ・都合が悪く別日をご希望の場合は、ご連絡下さい。 

 

■ 入園願書受付   

１０月２０日（火）   ①９時１５分～１０時３０分（男児）  ②１０時４５分～１２時００分（女児） 

 （場 所）…トキワ幼稚園 新園舎 2 階多目的ホール 

 （駐車場）…緑ヶ丘グランド 

 ◎先着順ではありませんので、上記の時間内にお越し下さい。 

    ご都合により２0日にお越しになれない場合は、ご連絡下さい。 

   ◎２０日は、願書の提出と簡単な面接のみです。 

       ・出願料 10,000 円を添えてお申込み下さい。 

     ・入園を希望される方が多い場合は、通園距離をもとに判断させていただきますので、ご了承

下さい。 

    ・入園の可否を数日中に通知いたします。 

    ＊在園児、卒園児のきょうだいのお子さんは優先的に受け入れいたします。 

 

■ 入園手続き 

   １０月２3 日（金）  ９時００分～１７時００分  

       （場 所）…トキワ幼稚園ホール 

     （駐車場）…緑ヶ丘グランド 

   ◎入園通知証と入園金 20,000 円を添えて、当日中に入園手続きを行って下さい。 

http://tokiwa-youtien.ne.jp/


・手続き後は、理由を問わず出願料、入園金とも返金いたしませんのでご了承下さい。 

・制服の採寸を行いますので、お子さんと一緒にご来園下さい。 

・２月の「一日入園」時に、代金と引き換えに制服、用品をお渡しします。 

 

■ 保育料等経費 

   保育料の部分が無償化の対象となります。 

保育料 25,800 円（25,700 円が無償となるため、100 円の負担） 

給食費 3,100 円 （主食費 320 円、副食費 2,780 円） 

  ・年収３６０万円未満相当世帯は副食（おかず代）の費用が免除   

・全世帯の第 3 子以降は、副食（おかず代）の費用が免除 

バス利用費 2,900 円 ＊バス利用児のみ 

     ・上記の合計金額が、毎月口座から引き落とされます。 

 

 ＜その他の経費＞ 

育友会費…350円/月。学期ごとに雑費袋で集金します。  

  絵本代 …毎月 400円前後です。学期ごとに雑費袋で集金します。 

      

 ■ 初年度購入用品価格 ※令和２年度実績 

 制服…23,550 円（通園服、スポーツシャツ半袖・長袖、半ズボン、長ズボン、エプロン、通園カバ  

 ン、クレマン帽子） 

    用品…9,730 円（年少） ＊カラー帽子含む 

   

 ■ 預かり保育について  

   （時間） 

・通常保育終了後の預かり保育 ➡ 午後 ３時 00分～午後６時 00 分 

・長期休み中の預かり保育   ➡ 午前 7時 30分～午後６時 00分 

   （料金） 

     1 時間 100 円 

   （その他） 

     通常保育時の早朝７時３０分より、登園可能です。（無償） 

 

  ★預かり保育が必要と認定を受けた場合（２，３号認定）には、1 日 450 円、月額１１，３００円を上限とし 

て、無償（無料）となります。1 号認定の方は、有償（有料）です。 

        

■ 通園バス 

可児市、多治見市区域を運行しています。バスのルートは在園児の状況によって毎年変わります。

詳しくはお問合せ下さい。 

  

■ その他 

     必ずご家庭で検温をしてから、ご来園下さい。体調が悪い場合は、来園前にご連絡下さい。 

 

（年少向け） 



  令和３年度    (満３歳児) 

学校法人トキワ学園 トキワ幼稚園 

〒509-0231 可児市緑ヶ丘 2-188-1 

☎ ０５７４-６２-７２７２ http://tokiwa-youtien.ne.jp 

 

■ 募集人員 

  ★満３歳児 （未満児） ４０名  （平成３０年４月２日～平成３１年４月１日） 

・誕生日から入園できます。詳細は園までお問合せ下さい。 

３歳児  （年少児） ８０名  （平成２９年４月２日～平成３０年４月１日） 

４歳児  （年中児） 若干名 （平成２８年４月２日～平成２９年４月１日） 

５歳児  （年長児） なし  （平成２７年４月２日～平成２８年４月１日） 

 

■ 入園説明会  

１０月１６日（金）  １０時００分～１０時５０分     

 ★申し込み制です。お電話にてお申込み下さい。  ☎ ０５７４（６２）７２７２ 担当：池田、山内 

（場 所）…新園舎 2 階多目的ホール  

（持ち物）…入園願書書類一式 

（その他）…お子さんと一緒にお越し下さい。 

・落ち着いて説明をお聞きいただけるように、ホールの後方に遊べるスペースを用意します。 

    ・都合が悪く別日をご希望の場合は、ご連絡下さい。 

 

■ 入園願書受付   

１０月２６日（月）   「わんぱくひろば」終了後。その後は随時受け付けます。 

 （場 所）…トキワ幼稚園 新園舎 2 階多目的ホール 

 （駐車場）…緑ヶ丘グランド 

 （対 象）…平成３０年４月２日～８月３１日生まれで、９月１日までに入園を希望されるお子さん 

    ・ご都合により２６日にお越しになれない場合は、ご連絡下さい。 

       ・出願料 10,000 円を添えてお申込み下さい。 

      ・入園前に担任と面談を行います。状況により入園時期をご相談させていただく場合がありま

すことご了承下さい。 

     ・誕生日から入園できます。入園日を遅らせた場合、定員になり次第入園を締め切りますので、ご

了承下さい。 

   ＊平成３０年９月１日～12 月 31 日生まれのお子さんは、11 月 11 日（水）のわんぱくひろば終了後に受 

付します。その後は、随時ホームページにてお知らせします。 

   

■ 入園手続き 

   入園日の二ヶ月位前に園からご連絡いたします。 

 ◎入園金 20,000 円を添えて、入園手続きを行って下さい。 

・手続き後は、理由を問わず出願料、入園金とも返金いたしませんのでご了承下さい。 

http://tokiwa-youtien.ne.jp/


 

 

 

■ 保育料等経費 

   保育料の部分が無償化の対象となります。 

保育料 25,800 円（25,700 円が無償となるため、100 円の負担） 

給食費 3,100 円 （主食費 320 円、副食費 2,780 円） 

  ・年収３６０万円未満相当世帯は副食（おかず代）の費用が免除   

・全世帯の第 3 子以降は、副食（おかず代）の費用が免除 

バス利用費 2,900 円 ＊バス利用児のみ 

     ・上記の合計金額が、毎月口座から引き落とされます。 

 

 ＜その他の経費＞ 

育友会費…350円/月。学期ごとに雑費袋で集金します。  

  絵本代 …毎月 400円前後です。学期ごとに雑費袋で集金します。 

      

 ■ 初年度購入用品価格 ※令和２年度実績 

 制服…20,050 円（通園服、スポーツシャツ半袖・長袖、半ズボン、長ズボン、エプロン、通園カバ 

 ン） 

    用品…9,240 円（満 3 歳児） ＊カラー帽子含む 

   

 ■ 預かり保育について  

   （時間） 

・通常保育終了後の預かり保育 ➡ 午後３時 00分～午後６時 00分 

・長期休み中の預かり保育   ➡ 午前７時 30分～午後６時 00分 

   （料金） 

     1 時間 100 円 

    ＊預かり保育の無償化は、幼稚園は３歳児からです。満３歳児クラスは有償となります。 

   （その他） 

     通常保育時の早朝７時３０分より、登園可能です。（無償） 

          

■ 通園バス 

可児市、多治見市区域を運行しています。バスのルートは在園児の状況によって毎年変わります。

詳しくはお問合せ下さい。 

  

■ その他 

     必ずご家庭で検温をしてから、ご来園下さい。体調が悪い場合は、来園前にご連絡下さい。 

 

 

 

  
（満3歳） 


