
広報聖籠 R3.10　2日時　　会場　　内容　　対象　　申し込み　　問い合わせ

お問い合わせ　子ども教育課　子ども・子育て支援係（内線３０６）

令和４年度からはじまる令和４年度からはじまる
町立幼稚園・私立認定こども園町立幼稚園・私立認定こども園をご紹介しますをご紹介します

令和４年度令和４年度
町立幼稚園・私立認定こども園 入園児募集町立幼稚園・私立認定こども園 入園児募集

入園申込入園申込はは10月末までにお申し込みくださいにお申し込みください

新しい子育てシステム

対象年齢 施設類型 新 園 名 現 園 名（移転有無・新園舎の所在）

３～５歳児 公立幼稚園 せいろう幼稚園（仮称）(P.3) 蓮潟こども園（移転なし）

０～５歳児 私立認定　
　こども園

ほしぞらこども園 (P.4) 聖籠こども園（移転なし）
聖籠はじめこども園 (P.5) 聖籠はじめ保育園（蓮野こども園敷地内）
ハーモニーこども園 (P.6) まごころ保育園せいろう（亀代こども園敷地内）
なないろこども園 (P.7) まごころ保育園ひがしこう（移転なし）

※各園の紹介は次ページ以降に掲載しています。入園申込先の検討にご活用ください。

各園における保育時間、給食、主な行事などの概要については、令和３年９月広報一般号
に掲載しています。町ホームページ特設サイトからも閲覧できますので、ぜひご覧ください。
園内見学など、掲載事項以外の詳細については、個別に各園へお問い合わせください。
※新型コロナウイルス感染症対策の観点から、施設内への立ち入りをお断りする場合があります。

①令和３年10月１日時点で町内施設（園）に在園の方
【配布時期】10月上旬頃
【配布方法】在籍する園を通じて配布
【申込期限】令和３年 10月 29日（金）
【申込方法】在籍する園へ提出
※現在、認可外保育所、町外施設（園）へ在籍している方で、令和４年度から町立幼稚園または町内私立認定
こども園への入園をご希望の方は、下記②により申込手続を行う必要があります。

②未就園の方、認可外保育所、町外施設（園）に在園の方
【受付期間】　10月１日（金）～ 10月 29日（金）※土日、祝日除く
【募集内容】　・入所希望月　令和４年４月～ 10月（求職活動による入園は４月入園に限る）

・入所対象者　０～５歳児までの乳幼児（せいろう幼稚園（仮称）は３～５歳児のみ受入
対象です。）

【受付時間】　午前８時 30分～午後５時 15分
【受付場所】　聖籠町役場３階　子ども教育課
【入所要件】　・入所希望日時点で聖籠町に住所を有していること。（乳幼児および保護者）

・保護者および同居※の60歳未満の祖父母が、就労や病気などにより日中家庭内で保育
ができない世帯であること。（※同居＝住民登録上の同居者をいう。）

【留意事項】　・上記受付期間以降の申し込みは、随時入所となります。
（令和４年 11月～令和５年３月入園希望の方を含みます）

上記のほか、詳細は子ども教育課へお問い合わせください。

子育てシステム
特設サイト



3　R3.10 広報聖籠 日時　　会場　　内容　　対象　　申し込み　　問い合わせ

聖籠町立せいろう幼稚園（仮称）聖籠町立せいろう幼稚園（仮称）（現：聖籠町立蓮潟こども園）（現：聖籠町立蓮潟こども園）
所在地：聖籠町大字蓮潟 2890 番地２　電話：27所在地：聖籠町大字蓮潟 2890 番地２　電話：27--50155015
令和４年度利用定員：200 人（対象年齢区分３～５歳児）令和４年度利用定員：200 人（対象年齢区分３～５歳児）

【教育目標】「豊かな心をもち、いきいきと遊ぶ子　～保護者とともにある園を目指して～」

【園で育てていく力と特色】
　①基本的な生活習慣を身につけます（自分の事を自分でできることは、自立と生きる力に繋がります）
　②様々な活動を通して友達と協力する力を育てます（発達に応じた遊びや活動の場を準備し自ら活動できるようにします）
　③諦めず最後まで頑張る力を育てます（出来た成功感を大事に支え、子ども達の自信を大きくします）
　④話を聞く態度を育てます（毎日絵本の読み聞かせやお話を聞く時間を取り入れ、理解する力をつけて小学校へ繋げます）
　⑤自分の思いが言える子に育てます（元気のよい挨拶や、楽しかった事を話す場を設け発言する力を育んでいきます）
　保育者が遊びや生活の場面を捉えて、一人一人の力を伸ばし自信をもって行動できるように支えていきます。
◎ALT（外国人英語指導助手）との英語活動、水泳、運動会、遠足、発表会、誕生会、食育、野菜栽培、季節の

行事など園には楽しい行事がたくさんあります。

＜園生活での１日の流れ＞
  7：30　早朝保育
  8：30　登園・朝の遊び
 　 ～     　教育時間（～15：00）
  9：00　教育活動・遊び

    　    　お話タイム

11：30　給食～

13：00　絵本の読み聞かせ
    　    　午睡
14：15　起床
14：30　帰りの会
15：00　降園
    　    　延長保育・おやつ
    　    　自由遊び
18：00　閉園

保育室で楽しく生活広い園庭でみんないきいき！

大きなプールでにこにこ 遊戯室でのクリスマス会 畑で種芋植え

②友達と力を合わせて
　大きな山ができたよ

③ゴールまであきら
　めずに頑張るぞ！

①お布団敷いてお昼寝だ

⑤七夕の願い事は何ですか？

泳げるようになりますように

④お話
　楽しいな！

新しい子育てシステム



広報聖籠 R3.10　4日時　　会場　　内容　　対象　　申し込み　　問い合わせ

ほしぞらこども園（現：聖籠こども園）ほしぞらこども園（現：聖籠こども園）
所在地：聖籠町大字諏訪山 1553 番地１　電話：27所在地：聖籠町大字諏訪山 1553 番地１　電話：27--33223322
令和４年度利用定員：139 人（対象年齢区分０～５歳児）令和４年度利用定員：139 人（対象年齢区分０～５歳児）

園生活での１日の流れ

園からのメッセージ

年間行事

　暗い夜空に光る星。ひとつひとつ色も大きさも光の強さも違います。それぞれが、それぞれの光を放ち、輝
いています。ほしぞらこども園では、星が互いに光を受けて輝きを放つように、友達や周りの人と関わる中で、
お互いの違いを受け入れ、認め合い、尊重し合いながらキラリと輝く自分らしさを見つけ、自信をもって歩い
ていけるよう、遊びや園生活を通しての学びや経験を大切にし保育を行っていきます。そして、この先の未来
にもそれぞれの輝きで光を届けていけるよう、職員一同で子どもたちの成長を支えていきます。

【幼児部】（3～５歳児）

  7：00　早朝保育

  8：30　順次登園

  9：30　教育時間（～14：30）

    　    　クラス活動、自由遊び

11：45　給食

12：30　お昼寝

14：30　保育時間おやつ、

    　    　自由遊び

16：00　順次お帰り

19：00　閉園

【乳児部】（0～ 2歳児）

  7：00　 早朝保育

  8：30　 普通保育開始

  9：30　 おやつ

10：00　外遊び、室内遊び

11：00　給食

12：00　お昼寝

14：30　絵本、おやつ、

    　    　自由遊び

16：00　順次お帰り

19：00　閉園

　　・入園式　　　　　　　　・七夕会

　　・こどもの日　　　　　　・お祭りごっこ

　　　　　　　　　　　　　　・運動会

　　・秋のバス遠足　　　　　・クリスマス会

　　・芋ほり　　　　　　　　・だんご木飾り

　　・ハロウィーンパーティ  ・新年おめでとう会

　　　　　　　　　　　　　　・節分の会

　　・演劇鑑賞会　・異世代交流会　　・誕生会

　　・プール参観　・虫歯予防教室　　・発表会

・交通安全教室　　・英語であそぼう　・親子遠足

・祖父母参観日　　・お別れ遠足　　　・お別れ会

・避難訓練　　　　・ひな祭り会　　　・卒園式
※教育・保育計画に基づき、季節・年齢・クラスの状況に合わせた遊びや活動を行います。

他

←真心福祉会 HP
から、保育事業
についてぜひご
覧ください。



5　R3.10 広報聖籠 日時　　会場　　内容　　対象　　申し込み　　問い合わせ

聖籠はじめこども園（現：聖籠はじめ保育園）聖籠はじめこども園（現：聖籠はじめ保育園）
所在地：聖籠町大字蓮野1930番地1（現：蓮野こども園敷地内）電話：27所在地：聖籠町大字蓮野1930番地1（現：蓮野こども園敷地内）電話：27--88808880
令和４年度利用定員：110 人（対象年齢区分０～５歳児）令和４年度利用定員：110 人（対象年齢区分０～５歳児）

【教育・保育理念】子ども一人ひとりを大切にし、保護者、地域の皆様に信頼され、愛される園を目指します。
【教育・保育目標】強く・賢く・礼儀正しく　～丈夫な子　考える子　礼儀正しい子～
【園の特色】

挨拶　返事　後始末（大人（保育士）が手本となり、元気な挨拶や返事、後始末といった人としての基本を身に付けます）。
履物を揃えよう　腰骨をたてる（心を揃え、やる気を育みます。）
うさちゃんクラブ（未就園児の会）・フレンズクラブ（卒園児の会）・ほのぼのクラブ（祖父母の会）
（地域の幼い子ども達から祖父母の皆様まで、つながったご縁を大切に卒園後もずっと見守り続けます。）
専門講師による指導（水泳指導、体育教室、英語教室は専門の講師による指導です。本物の先生の指導は子ども達の目が輝きます。）
食育は生きる力（食の重要性、食事のマナー、野菜の栽培、クッキング体験など経験を通しながら楽しく学び、生きる力を育みます。）

屋内プール・遊戯室完成予想図

外観完成予想図

温水プールで
丈夫な体づくり！

早朝保育

登園、自由遊び
おやつ
活動・遊び

給食

お昼寝

おやつ

お帰りの会
順次お帰り
自由遊び
閉園

季節感を味わい、様々な体験を通し楽しみながら学んでいます。
保護者参加の主な行事です。ホームページもどうぞご覧ください。

早朝保育

登園、自由遊び
教育時間（～14:30）
活動・遊び

給食

お昼寝

おやつ
お帰りの会
順次お帰り
自由遊び
閉園

  7:00

  9:30

11:00

12:00

13:00

14:30

15:00

16:00

19:00

乳児部 0～2歳児 幼児部 3～5歳児

～園生活での１日の流れ～ 年間行事

お誕生会

お誕生会DVD＆毎月スナップ写真プレゼント♥お子さまの様子をご覧頂けます。

はじめまつり

ランチルームでの
給食も楽しみ♡

　食育体験
１歳児さんも上手に
枝豆もぎのお手伝い♪

水遊び＆泥遊び

おたのしみ会（発表会）
六園合同音楽会

in 新潟テルサ

運動会（親子
カーニバル）

展示会

新しい子育てシステム

聖籠町にお世話になり、おかげさまで２２年　４月からこども園として新たにスタートさせていただきます

畑で野菜を作り、
収穫する喜びを
味わいます！

ホームページはこちら！

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

は
こ

ち
ら

！

ホームページはこちら！

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

は
こ

ち
ら

！



広報聖籠 R3.10　6日時　　会場　　内容　　対象　　申し込み　　問い合わせ

ハーモニーこども園（現：まごころ保育園せいろう）ハーモニーこども園（現：まごころ保育園せいろう）
所在地：聖籠町大字次第浜2963番地所在地：聖籠町大字次第浜2963番地

（現：亀代こども園敷地内）　電話：20（現：亀代こども園敷地内）　電話：20--77667766
令和４年度利用定員：200 人（対象年齢区分０～５歳児）令和４年度利用定員：200 人（対象年齢区分０～５歳児）

園生活での１日の流れ

園からのメッセージ

年間行事

　「ハーモニー」＝調和。高音・中音・低音の異なる高さの音が重なり響き合うことで、素敵な調和が生まれ
ます。子どもたちがそれぞれ自分の個性を打ち出すことで、新たなハーモニーが生まれます。それは大きな力
となり、これからの時代を生きていく糧となります。ハーモニーこども園では、一人ひとりの個性を尊重し、
自己肯定感と社会性を大切に子どもたちと共に素敵なハーモニーを奏でていきたいと思っています。

【幼児部】（3～５歳児）

  7：00　早朝保育

  8：30　順次登園

  9：30　教育時間（～14：30）

    　    　クラス活動、自由遊び

11：45　給食

12：30　お昼寝

14：30　保育時間おやつ、

    　    　自由遊び

16：00　順次お帰り

19：00　閉園

【乳児部】（0～ 2歳児）

  7：00　 早朝保育

  8：30　 普通保育開始

  9：30　 おやつ

10：00　外遊び、室内遊び

11：00　給食

12：00　お昼寝

14：30　絵本、おやつ、

    　    　自由遊び

16：00　順次お帰り

19：00　閉園

　　・入園式　　　　　　　　・七夕会

　　・こどもの日　　　　　　・お祭りごっこ

　　　　　　　　　　　　　　・運動会

　　・秋の遠足　　　　　　　・クリスマス会

　　・芋ほり　　　　　　　　・だんご木飾り

　　・ハロウィーンパーティ  ・新年おめでとう会

　　　　　　　　　　　　　　・節分の会

　　・演劇鑑賞会　・異世代交流会　　・誕生会

　　・プール参観　・虫歯予防教室　　・発表会

・交通安全教室　　・英語であそぼう　・親子遠足

・祖父母参観日　　・お別れ遠足　　　・お別れ会

・避難訓練　　　　・ひな祭り会　　　・卒園式
※教育・保育計画に基づき、季節・年齢・クラスの状況に合わせた遊びや活動を行います。

他

←真心福祉会 HP
から、保育事業
についてぜひご
覧ください。



7　R3.10 広報聖籠 日時　　会場　　内容　　対象　　申し込み　　問い合わせ

なないろこども園（現：まごころ保育園ひがしこう）なないろこども園（現：まごころ保育園ひがしこう）
所在地：聖籠町大字蓮野 2068 番地 　電話：20所在地：聖籠町大字蓮野 2068 番地 　電話：20--87718771
令和４年度利用定員：185 人（対象年齢区分０～５歳児）令和４年度利用定員：185 人（対象年齢区分０～５歳児）　　

園生活での１日の流れ

園からのメッセージ

年間行事

　「なないろ」というと、虹を思い浮かべる方が多いと思いますが、私たちの周りにはたくさんの色があります。
同じ色でも濃い色だったり薄い色だったり・・・それと同じように子どもたちの個性も多種多様です。そんな
子どもたち一人ひとりを大切にしたいと思い、園名を「なないろ」と名付けました。子どもたちにも自身の個
性を大切にしてもらい、子どもたち同士でもお互いの個性を尊重し合えるような園生活を送ってもらえるよう
教育・保育を行っていきたいと思います。

【幼児部】（3～５歳児）

  7：00　早朝保育

  8：30　順次登園

  9：30　教育時間（～14：30）

    　    　クラス活動、自由遊び

11：45　給食

12：30　お昼寝

14：30　保育時間おやつ、

    　    　自由遊び

16：00　順次お帰り

19：00　閉園

【乳児部】（0～ 2歳児）

  7：00　 早朝保育

  8：30　 普通保育開始

  9：30　 おやつ

10：00　外遊び、室内遊び

11：00　給食

12：00　お昼寝

14：30　絵本、おやつ、

    　    　自由遊び

16：00　順次お帰り

19：00　閉園

　　・入園式　　　　　　　　・七夕会

　　・こどもの日　　　　　　・お祭りごっこ

　　　　　　　　　　　　　　・運動会

　　・秋のバス遠足　　　　　・クリスマス会

　　・芋ほり　　　　　　　　・だんご木飾り

　　・ハロウィーンパーティ  ・新年おめでとう会

　　　　　　　　　　　　　　・節分の会

　　・演劇鑑賞会　・異世代交流会　　・誕生会

　　・プール参観　・虫歯予防教室　　・発表会

・交通安全教室　　・英語であそぼう　・親子遠足

・祖父母参観日　　・お別れ遠足　　　・お別れ会

・避難訓練　　　　・ひな祭り会　　　・卒園式
※教育・保育計画に基づき、季節・年齢・クラスの状況に合わせた遊びや活動を行います。

他

新しい子育てシステム

←真心福祉会 HP
から、保育事業
についてぜひご
覧ください。
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