
利用可能サービス

更新年月日：令和４年４月１日

郵便番号 ８９７－０３０２

住所 南九州市知覧町郡１７７５６番地４

電話 ０９９３－８３－４７３５ FAX ０９９３－８３－４０５８

開設年月 平成19年4月1日 利用定員
65名　１号認定(3･4･5歳)　15名
　　　　２号認定(3･4･5歳)　29名
　　　　３号認定(0･1･2歳)　21名

施設区分 幼保連携型認定こども園 利用時間
　１号　　　　　　９：００～１５：3０
２・３号（標準）　７：００～１８：００
　　　（短時間）　８：００～１６：００

敷地面積 1605㎡ 休園日
2・3号　日・祝、12月30日～1月３日，３月31日
1　 号　上記及び土曜，春･夏・冬季休業日

建物面積 555㎡ 受入年齢 生後 4 ヶ月～小学校就学前の児童

施設長 1名

主幹保育教諭 2名

保育教諭 14名

保育士・幼稚園教諭 1名

栄養士 1名

調理員 3名

他（バス送迎員・事務員等） 6名

総数 28名

サービス名 有無 内容

時間 ７：００～８：００（短時間）、１８：００～１９：００

月額

日額 300 円／1時間

１日 ７：００～１８：００

半日

１日 ～３００　円／1時間

半日 ～３００　円／1時間

１日 ～２００　円／1時間

半日 ～２００　円／1時間

時間

利用料 日額 円

障害児保育事業 ○

児童クラブ名 平和っ子児童クラブ 定員 80名

平日 下校時 ～ １９：００（延長保育を含む） 給食を実施しています。

土曜・夏休み等 ７：００  ～  １９：００（延長保育を含む）

月額 5,000円

日額 700円

夏休みのみ 12,000 円

園の開放日 ○ 随時　事前に御連絡ください。

地域子育て支援活動 ○ 電話相談など

へ い わ え ん

ちらん平和こども園

ホームページ
アドレス

http://www.chiranheiwa.jp Eメールアドレス chiranheiwahoikuen@etude.ocn.ne.jp

建物構造 木造1階建て

設置・経営
主体名称

社会福祉法人　公宜会

経営主体
代表者

理事長　松清　すゞ子

施設長
職・氏名

園長　松清　すゞ子

延長保育事業 ○
備
考利用料

一時預かり事業 ○

時間

利用料

３歳
未満

備
考

3歳以上が取り組んでいる
正課教室（硬筆・英会話など）
に参加される場合は、別途
３００円／回　がかかります。

３歳
以上

休日保育事業 ×
備
考

放課後児童クラ
ブ

○

時間

備
考

その他費用として、
給食：３００円／1食、
おやつ：５０円／1食、
バス代：50円（60円）／1回
（校区によって異なる）
朝夕延長（～7:30/18:00～）
：50円／1回
などがかかります。

利用料

その他サービス ○
通園バス…現在、手蓑方面を回っております。
　　　　　　　　ご利用をお考えの方はご相談ください。

職員状況

http://www.chiranheiwa.jp/
mailto:chiranheiwahoikuen@etude.ocn.ne.jp


利用者負担（保育料）以外にかかる主な費用

１日の流れ

主な年間行事（★は保護者参加型行事　，　◎は土日実施）

園の方針・特徴・取り組んでいること等

園からのメッセージ

項目 必須・選択 金額（円） 徴収時期 対象クラス

制服 ■必須 6,800円 年度初め，随時 3歳児以上

体操服（上下） ■必須 4,800円 年度初め，随時 3歳児以上

スモック ■必須 1,800円 年度初め，随時 全園児

登降園リュック ■必須 4,600円 年度初め，随時 全園児

カラー帽子 ■必須 900円 年度初め，随時 全園児

写真代 ■必須 300円前後 毎月 全園児

絵本代 ■必須 400～450円 毎月 全園児

バス代 □選択 2,500円／人 毎月 利用者のみ

※現時点での予定のため変更となる可能性があります。あくまで主な費用であり，上記項目以外にも費用が発生する場合があります。

１号認定（満３歳～５歳児） ２・３号認定（０～５歳児）

教育標準時間（６時間以内） 保育短時間（８時間以内） 保育標準時間（11時間以内）

利用時間 ９：００～１５：３０ ８：００～１６：００ ７：００～１８：００

7:00 一時預かり 登園（送り・バス）

8:00 登園（送り・バス）

9:00 登園(送り・バス) 自由遊び

10:00

11:00

12:00 給食

13:00 お昼寝

14:00 おやつ

15:00 降園（迎え・バス） 帰りの会

16:00 降園（迎え・バス）

17:00

18:00 降園（迎え・バス）

19:00 延長保育

月 行事内容　毎月（　誕生会、園外保育、身体測定、避難訓練　などを実施）

４月 　★新入園・進級式、新入園・進級お祝い会

５月 　いも植え、動物園遠足、★◎保育参観

６月 　歯科検診

７月 　七夕集会、お泊り保育(5歳児)、プール・水遊び

８月 　そうめん流し

９月 　十五夜クッキング、◎運動会

１０月 　いもほり、消防フェスタ

１１月 　やきいも会、火災予防パレード、勤労感謝訪問

１２月 　◎クリスマス生活発表会、施設訪問、もちつき大会、ケーキ作り、大掃除

１月 　たこあげ大会、★◎なわとび大会

２月 　節分・豆まき大会、記念写真撮影

３月 　ひな祭り会、お別れ遠足、★卒園式

※現時点での予定のため変更となる可能性があります。

認定区分

  一時預かり

自由遊び

朝の会・保育活動・おやつ（0～2歳児）

  一時預かり

自由遊び

延長保育

＜園の方針＞

　　１．心身の調和のとれた知力、体力づくりをめざす。　　　　　　　　　　
　　　　　～他人の気持ちが分かるこども～　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　２．豊かな人間性を育てる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　～自分らしく生きる子ども～　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　３．自ら考え、判断し、行動できる能力が身に付くよう着意する。　
　　　　　～個性豊かな子ども～　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

＜取り組んでいること＞

　〇　派遣講師による正課教室
　　　　・英会話教室（2歳以上児参加、月2回）
　　　　・体育遊び（3歳以上児参加、月2回）
　　　　・硬筆（4・5歳児参加、月3回）
　○　才能教育
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※クラス編成によって変更有

 園見学は随時行っております。ご希望の方は、お気軽にお電話ください。


