
【１．基本情報】

【２．教育の特色】

【３．定員数】

【４．施設情報】

台分 台分

【５．預かり保育】

【６．主な行事】保護者参加の行事は※印

【７．卒園児の主な入学先】

※年度によって異なります。

預かり保育の費用 ６０分　４５０円　　　　　　　　　　　　　　（土曜日加算として１日５００円）

長期休園中の
預かり保育の費用

食事の提供
アレルギー
対応

餅つき　※

防災引き取り訓練　※ お泊まり会（年長児のみ）

認定こども園　フェリシア幼稚園　フェリシアこども短期大学附属（１号児）

施設類型 認定こども園 設置運営 学校法人 明泉学園 設置認可年月 1972年3月

TEL 044-988-4074 FAX 044-988-4803 HP http://kindergarten.felicia.ed.jp

所在地 町田市三輪町122番地12

園へのアクセス

①柿生駅より徒歩15分
②小田急線／鶴川駅よりバス10分
神奈川中央交通　鶴川０１系統フェリシアこども短期大学行き　鶴川高校前下車徒歩１分
・田園都市線／市ヶ尾駅　　バス
西口改札を出て　９番バス乗り場
 小田急バス　柿生２３系統　柿生駅北口　行き　１６個目バス停　新中野橋　下車　徒歩５分

送迎バス あり

定員数 35 39 68 68

「知」 豊かな愛情と信頼関係のもとに探求心を持ち、自ら考えようとする知性を育む。
「情」豊かな感性と思いやりの心を育む。
「意」自分を知り、自らの人生を選び取る意思の力を育てる。
「体」 健全な心と丈夫な体を育て、規則正しい生活習慣を身につける。
「技」自分の気持ちを表現できる技能を身につける。

満3歳 3歳児 4歳児 5歳児

210

合計 ２・３号児の人数

110

夏休み

可

2号児とのかかわり
（認定こども園のみ）

あり 日中は1号児・2号児と合同で活動します。

クラス編成 1 3 3 3 10

7/19～8/31 冬休み 12/23～1/10 春休み 3/14～4/7

約60

異年齢保育 あり 3,4,5歳児合同で行う活動があります。

無

開園時間
教育時間

平日 その他変則 土曜日

年度途中入園

入園式（入園児のみ）　※ 盆踊り　※ 運動会　※

職員数

約20

開園時間

７：３０～１８：３０ ９：３０～１３：３０ 無

長期休暇期間

送迎スペース 駐車場 自転車 ベビーカー置き場 あり

2 38 21 61

園長・副園長
・教頭等

教諭等 事務職員等 合計

春（4－6月）

実施曜日

預かり保育に関する補足事項
当園では預かり保育の時間を「一人ひとりがやりたいことを、ゆったり、じっくり探求する時間」として、各分野のスペシャリストととも
に、様々な世代間交流活動を取り入れています。

月～土

【教育時間開始前】７：３０～９：３０
【教育時間終了後】１３：３０～１８：３０
【土曜日】７：３０～１８：３０

おやつの有無実施時間 あり月～土

あり 要相談通常保育時と同様

長期休園中の
預かり保育

実施 長期休園中の
預かり保育の実施曜日

長期休園中の
預かり保育の実施時間 ７：３０～１８：３０

夏（7－8月） 秋（9－12月） 冬（1－3月）

遠足 豆まき

歯科検診 内科検診 水あそび 芋掘り モリユリさん福音コンサート

－ － #REF! フェリシアアート展※ 卒園コンサート(年長児のみ)※

三輪小学校・柿生小学校・東柿生小学校

－ － 発表会　※ 卒園式（卒園児のみ）　※

行事に関する補足事項 ※保護者参加・・・内容は主に観覧のみ。

★入園を希望する園は、お子さまと一緒に見学してください★



認定こども園　フェリシア幼稚園　フェリシアこども短期大学附属（１号児）

【８．費用・持ち物について】

●保育料（利用者負担額）は、世帯の市町村民税額を基準に居住地の市町村が決定します。その他、特定負担額や実費等の徴収金がかかることがあります。

【９．給食・アレルギー等対応】

【１０．特別な配慮を要する児童の受入れ】

【１１．園との懇談会・保護者会】

無

無

【１２．未就園児教室（プレ保育）】詳細は園にお問い合わせください。

【１３．子育て支援】詳細は園にお問い合わせください。

○

○ ○

【１４．入園手続き関連】

入園説明会
開催時期

7月～10月
詳細はHPをご覧ください。
（オンライン説明会もあり）

願書配布時期 10月中旬
入園申し込み
受付時期

4時間未満　1,500円　　　　　　　　　　　　　　　　4時間以上　3,000円

11月初旬

特別保育・子育て支援に関する補足事項
『フェリシア子育てひろば』とは、 認定こども園 フェリシア幼稚園 フェリシアこども短期大学附属、鶴川フェリシア保育園、成
瀬フェリシア保育園の３園で連携して行う子育て支援事業の総称です。 親子で遊びながら子育ての楽しさを感じたり、親子
同士・子ども同士の交流を深めながら、安心して子育てができるような場、情報交換ができる機会を提供しています。

一時預かり

園オリジナルカラーTシャツ(登園着としても着用可）

送迎バス利用の
補足事項

定期利用

満２歳から 一時預かりの費用

学童一時預かり

【フェリシア子育てひろば】　無料
・親子のつどい
・ぴよぴよクラブ
・子育て相談
・プレママ教室

一時預かりの
利用年齢

未就園児教室（プレ保育）

保護者会

補助活動とその費用
【ﾋﾟｱﾉ教室(個人)】月額4,500円　【体操】月額5,000円　【ﾁｱﾀﾞﾝｽ】月額4,500円　【書道】月額4,000円　【ｻｯｶｰ】月額4,900円　【ﾃﾆｽ】月額4,400
円　【そろばん】月額4,950円

保護者が購入するもの(必須）・料金
スモック　2,440円　　カラー帽子　924円　体操着(上)　2,137円　体操着(下)　1,964円　通園カバン　3,465円　　防災頭巾
3,319円

送迎バス代
２，０５０円～７，０００円（月額）
※利用コースによって異なる

送迎バスの利用時間
（最長コース） 園出発 7:45 園到着 9:29 園出発 13:40

退園時登園時

片道料金の設定有り　　　　　　　夕方便の運行有り(園発17:30)

開催頻度 － 保護者会費

要相談

－

特別な配慮を要する児童の受入れ※ 要相談 受入れ実績の有無 あり

4,550円

エピペンの預かり 要相談

行事の公開・
見学について

説明会開催時に園内見学も実施しています。それ以外の見学は『HP見学お申し込み』にて随時受け付けております。

入園時に係る費用 なし

制服 あり 制服代 約13000円 (制服・制帽共に冬用のみ)

－ その他補足

実施 主な実施時間 9:30～13:30

－

特別な配慮を要する
児童の受入れについて補足事項

※障がい児、等特別な配慮を要する児童の受入れ基準は原則、障がいを有するまたは発達に遅れのある児童で、集団保育が可能であり医療行為が必要ないこと
です。申込み前にお子さんと一緒に幼稚園等の見学を行ってください。

園との懇談会 開催頻度

未就園児向け事業

要相談

完全除去可能なアレルギー品目 1．鶏卵　４．ソバ　５．ピーナッツ　８．ナッツ類 代替品の提供

入園後、月々かかる費用
【施設設備費】 1500円/月　　　　【教育環境充実費 】3000円/月
【給食費】( 1号児)　4550円/月

費用
月額　22,000円
給食費4,350円
保護者負担金4,500円

実施日数
/週

【ひよこ組】週5
日、週4日から選
べます
【ぴよぴよクラス】
0歳児　５回/年
１歳児　10回/年

あり（園で用意）

その他補足事項 なし

給食の提供 あり 給食の提供がある曜日 月～土 給食代月額

宗教的配慮をした食事への対応

アレルギー対応に関する補足事項 入園時に「アレルギー対応表」をご提出いただきます。

保護者が購入するもの(任意）・料金

★入園を希望する園は、お子さまと一緒に見学してください★


