
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１６７５８－２

電話 ０９９３－８３－２２２８ FAX ０９９３－８３－２２２８

開設年月 令和4年4月1日 利用定員
70名　　　　　1号認定(3・4・5歳児)10名
　　　　　　　　2号認定(3・４・5歳児)39名
　　　　　　　　3号認定(0・１・2歳児)21名

施設区分 幼保連携型認定こども園 利用時間
1号認定　　　9：00～15：00
2・3号認定　 7：00～18：00(短時間8：30～16：30)
　　　　　　　　延長保育18：00～19：00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

敷地面積 1,355.01㎡+256.62㎡ 休園日 日曜・祝日、12月29日～1月3日、3月31日、4月1日

建物面積 445.02㎡+66.94㎡ 受入年齢 0歳～6歳（就学前）

園長 1名

主幹保育教諭 2名

指導保育教諭 1名

保育教諭等 19名

栄養士 1名

事務員・調理員 3名

その他 1名

総数 28名

サービス名 有無 内容

時間 18：00～19：00

月額 円

日額 50円

１日 9：00～17：00

半日 9：00～13：00　， 13：00～17：00　　※必要時間にて対応

１日 2,000円

半日 1,000円

１日 1,000円

半日 750円

時間

利用料 日額 円

障害児保育事業 ○

児童クラブ名 定員

平日

土曜・夏休み等

月額

日額

夏休みのみ

園の開放日 ○ 子育て支援ひろば「のびっこ」開所日（月1回程度）　　＊園見学は随時（事前連絡）

地域子育て支援活動 ○

子育て支援ひろば「のびっこ」
＊保護者や地域の方々からの教育・保育相談にも積極的に取り組んでいます。どなたでもお気軽にご参加ください。
・月3回程度（金曜日　10：00～11：30）　　・「わかば」施設にて行っています。
・毎月第２金曜日は開所しています。（祝日は閉所）

幼保連携型認定こども園
だ い し ん じ ふ た ば ほ い く え ん

大心寺二葉保育園

ホームページ
アドレス

https://www.daishinji-kids.jp/ Eメールアドレス chiran-hutaba-2228@rhythm.ocn.ne.jp

建物構造
鉄筋コンクリート造一部2階建　　１棟
木造平屋建   　　　　　 　　    　 　3棟

設置・経営
主体名称

社会福祉法人　知覧二葉福祉会

経営主体
代表者

理事長　小田代　憲一

施設長
職・氏名

園　長　　山口　郁

延長保育事業 ○
備
考

＊登録者　　 　50円(日額)
＊登録外者   100円(日額)利用料

一時預かり事業 ○

時間

利用料
(※おやつ・
給食費別途)

３歳
未満

備
考

【1号認定】
月～土  7：00～9：00  (1回100円)
月～土15：00～18：00 (1回100円)
土　　　　9：00～15：00(1回250円)

【新2号認定】無償対象

３歳
以上

休日保育事業 ×
備
考

放課後児童クラブ ×

時間

備
考

利用料

その他サービス ×

職員状況

https://www.daishinji-kids.jp/
mailto:chiran-hutaba-2228@rhythm.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）

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

※R5年度より制服・体操服等のデザインが変更となります。

項目 必須・選択 金額 徴収時期 対象クラス

園児服、体育服上下、カバン ■必須 未定 入園時 3歳児以上

通園バック、コップ、保育用品他 □選択 2,000～5,000円程度 入園後 0歳児～5歳児

月刊絵本 □選択 370～500円 毎月 0歳児～5歳児

給食材料費（副食費） ■必須 4,000円 毎月 1号認定児

給食材料費（副食費） ■必須 4,500円 毎月 2号認定児

※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 9：00～15：00 8：30～16：30 7：00～18：00

7：00

登園(保護者送り)　〈順次登園〉

3～5歳児 0～2歳児

10：00   9：30～　朝の会・幼児教育時間　   9：30～　おやつ・朝の会・午前の活動

11：00 11：30～　昼食　 11：15～　昼食　

12：00 13：00～　午睡（3・4歳児） 12：00～　午睡（0・1歳児）

13：00 13：00～　幼児教育時間（5歳児） 12：30～　午睡（2歳児）

14：00 降園(保護者迎え)　〈順次降園〉

15：00 おやつ・帰りの会

降園(保護者迎え)　〈順次降園〉

17：00 降園(保護者迎え)　〈順次降園〉

18：00 延長保育　※有料 延長保育　※有料

19：00 閉園

月 行事内容　毎月（★誕生会・身体測定・大掃除・避難訓練・お寺参り・異年齢交流などを実施）

４月 ★入園、進級式　　★保育参観、保護者会総会　　・大心寺はなまつり　

５月 ・健康診断　　・遠足

６月 ★運動会　　・歯科検診　

７月 ・プール開き　　・大心寺六月灯

８月 ・お盆特別保育（縦割り混合保育）

９月 ・お泊り保育（5歳児）

１０月 ★親子遠足　　・健康診断　

１１月 ★保育参観、育児講座

１２月 ★発表会　　・大心寺報恩講　

１月 ・たこあげ大会　　・もちつき大会

２月 ・豆まき　

３月 ★祖父母との交流　　・新入園児体験入園説明会　　★卒園式　・終園式

※現時点での予定のため変更となる可能性があります。

( 理 念 ) 「愛されていると実感し、意欲的に生きていく力を育てる」を理念とし、教育・保育の一体的な提供を通して、その心身の

健やかな成長に最もふさわしい生活の場を提供するものとします。

( 方 針 ) あたたかいまなざしで、子どもの伸びようとする力を支えます。

つまずきや失敗を受け入れ、共感し、受容することで子どもの自信を支えます。

発見や驚き、好奇心を大切にしながら、子どもの考えを受けとめ援助します。

( 目 標 ) "めざす子どもの姿"

思いっきり遊べる子

自由にのびのびと遊べる環境のもと、好きな遊びを見つけて工夫したり、発展させ満足いくまで遊べる子どもを育てる

人との関わりを楽しみ、自分も人も大事に思える子

色々な人との関わりの中で、自分が周りの人々に大事にされているという安心感から人に対する信頼感を育み、思いやりの心を育てる

自分で考え行動し、意欲的に取り組む子

くつろいだ雰囲気の中で情緒が安定し、積極的に遊びや生活ができる環境のもと、意欲的に遊ぶ力を育てる

豊かな感性をもち、自分らしく表現できる子

様々な体験・経験を通し興味や関心を育て、それらに対する豊かな感性や表現力を育み、創造性の芽生えを培う

( 内 容 ) 絵本の読み聞かせ　・わらべうた　・食育活動　・園外保育　・体育（運動）遊び　・太極拳　・硬筆　・リトミック　・英語リトミック

( 特 徴 ) 異年齢交流（異年齢クラス・幼稚園）

世代間交流（祖父母・地域高齢者・高齢者施設など）

育児支援(育児講座・臨床心理士による巡回相談・子育て支援ひろば）

認定区分

預り保育
※有料

延長保育
※有料

登園(保護者送り)　〈順次登園〉8：00

登園(保護者送り)　〈順次登園〉

9：00

預り保育
※有料

16：00 異年齢保育

延長保育
※有料

子どもの発達の可能性を大切にし、子どもを主体として、子ども達から信頼される保育の実践を目指して
います。見学はいつでも歓迎いたしますので、来られる時は事前にご連絡を下さい。
※園のホームページもご覧ください。


