
　保護者の就労などにより、家庭で保育
ができない小学生を預かります。各小学
校区別の放課後児童クラブは右のとおり。
　対象　小学校６年生までの児童（クラ
ブによっては、全学年の受け入れができ
ない場合があります）
　申込方法　各クラブにある所定の申込
書に必要事項を記入し、添付書類ととも
に申し込む
　その他　申込期限、入所要件などの詳
細は、各クラブにお問い合わせください
　※募集定員を超え、希望するクラブに
入所できない場合は、他学区のクラブが
利用できることがあります
　問い合わせ　学校教育課（☎� 8358）

学校名 クラブ名 電話番号
総社小 総社ひまわり児童クラブ 93-1933
総社中央小 マザー・ブース浅尾児童クラブ 94-8065
総社北小 総社北ゆうあい児童クラブ 94-0209
常盤小 ときわたんぽぽ児童クラブＡ・Ｂ・Ｃ 92-1622
総社東小 総社東キッズクラブ 31-9051
阿曽小 阿曽鬼の城児童クラブ 99-8280
秦小 正木山児童クラブ 95-0032
神在小 神在ちしゃの木児童クラブ 31-5444
総社西小 総社西いろは児童クラブ 96-0328
新本小 新本赤米の郷児童クラブ 96-0303
昭和・維新小 放課後児童クラブおひさま 99-2850

山手小
第一やまっこ児童クラブ 94-4070
第二やまっこ児童クラブ 94-8166

清音小 きよね放課後児童クラブランドセル 93-2838

　子育ての手助けがほしいとき、定期的、一時的に子どもの預かりや送迎が必要なときに
利用できます。入会に必要なものや料金など、詳細はお問い合わせください。
　【対象】　原則として０歳から高校生まで
　問い合わせ　ファミリーサポートセンター「あい・あい」（☎� 5665、総社ふれあいセンター内）
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公私 園名 所在地 定員 電話番号
公立 きよね認定こども園 清音軽部 762 250 94-0104

  〃
（仮称）
井尻野認定こども園 井尻野 1717-4 250

92-0609（井尻野幼稚園）
92-3655（総社保育所）
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入園希望児

募集
幼稚園・認定こども園・保育所（園）・地域型保育事業

◎新たに入園・入所する際は、申請が必要です

入所期間 平成 31 年４月１日～翌年３月 31 日（５月以降、入所希望者を含む）

申込期間 11 月 7 日㈬～ 11 月 30 日㈮（申込書配布開始は 11 月 1 日㈭）

幼　

稚　

園

幼稚園名　 電話番号

＊総社幼稚園 93-4303

●総社南幼稚園 93-5280

＊総社北幼稚園 93-2205
＊常盤幼稚園 92-4408
◎三須幼稚園 92-0426
＊服部幼稚園 92-0323

幼稚園名　 電話番号

＊阿曽幼稚園 ※ 99-9130

★池田幼稚園 95-8127

◎秦幼稚園 95-8930
◎神在幼稚園 93-0687
＊久代幼稚園 96-0423
★山田幼稚園 96-0927

幼稚園名　 電話番号

★新本幼稚園 96-0928

　昭和幼稚園 99-1305
★維新幼稚園 99-1310
＊山手幼稚園 92-0581

対象　平成 25 年 4 月 2 日から平成 28 年 4 月 1 日までの間に生まれた子ども
申込方法　 就園指定幼稚園で所定の申込書を受け取り、必要事項を記入して就園指定園へ申し込む
その他　●の園は、早朝預かり保育と預かり保育実施園。＊の園は、預かり保育実施園。★の園は
　　　　「教育特区」､ ◎は「小規模指定園」の対象園で、市内全域から就園可能

ニーズに合わせて
　自由な幼稚園選択を　自由な幼稚園選択を　自由な幼稚園選択を

　保護者や子どものニーズに合った、特色ある教育を行っている幼稚園を選んでみませんか。
■教育特区
　英語特区（山田幼稚園、維新幼稚園）、体育・英語特区（池田幼稚園）、音楽・英語特区（新本幼稚園）で
は、日常生活の中で自然に英語などに親しめる教育を行っています。
■小規模指定園
　三須幼稚園、秦幼稚園、神在幼稚園では、少人数ならではの良さを生かした教育を行っています。

幼稚部
対象　平成 25 年４月２日から平成 28
年４月１日までの間に生まれた、就園
指定地区に在住の子ども
申込方法　きよね認定こども園か井尻
野幼稚園で所定の申込書を受け取り、
必要事項を記入して就園指定園へ申し
込む

対象　保護者の就労や病気などの理由で、保育を必要
とする０歳～５歳児
申込方法　こども夢づくり課か、最寄りの保育所（園）
にある所定の申込書に必要事項を記入し、在園してい
る園（新たに入園する場合はこども夢づくり課）に添
付書類とともに申し込む
その他　入園希望者が定員を超える場合は、入園を
待っていただく場合があります

保育部

（仮称）井尻野認定こども園
平成 31 年４月開園

※平成 31 年度から、阿曽幼稚
園でも預かり保育を実施します

※認定こども園保育部か保育所（園）、地域型保育事業に現在入所中で、
引き続き入所を希望する場合も、申込書の提出が必要です

井尻野幼稚園と
総社保育所が統合します

対象
　保護者の就労や病気などの理由で、保育
を必要とする０～５歳児
申込方法
　こども夢づくり課か、最寄りの保育所

（園）にある所定の申込書に必要事項を記
入し、添付書類とともに申し込む
申込先
　新規に入所を希望する場合は、こども夢
づくり課。現在入所中の場合は、入所して
いる保育所（園）
その他　
①現在入所中で、引き続き入所を希望する
場合でも、申込書の提出が必要です
②募集定員を超える場合は、入所を待って
いただく場合があります

公私立 保育所（園）名 所在地 定員
公設民営 中央保育所 駅南一丁目 8-1 120
私立 ひかり保育園 上林 763-2   90
  〃 第二ひかり保育園 真壁 162-1   90
  〃 第三ひかり保育園 三輪 1102-1   90
  〃 すみれ保育園 井手 979-1 100
  〃 すずらん保育園 秦 2947   60
  〃 第二すずらん保育園 秦 380-2   85
  〃 みどり保育園 総社 1295-14 120
  〃 山手保育園 岡谷 201-3   90
  〃 あのね保育園 駅南一丁目 12-5   90
  〃 スマイル保育園 小寺 487   90
  〃 太陽保育園 南溝手 277-1   90
  〃 第二太陽保育園 井手 438   90

事業区分 施設名 所在地 定員
小規模保育 さくら保育園 中央六丁目 8-109 14

         〃 スマイル乳児園 門田 1214 19

　対象　保護者の就労や病気などの理由で、保育を必要とする０～２歳児
　申込方法　新規に入所を希望する場合は、こども夢づくり課、最寄りの地域型保育事業所にあ
る所定の申込書に必要事項を記入し、添付書類とともに、こども夢づくり課へ。現在入所中の場
合は、入所している地域型保育事業所へ申し込む

事業区分 施設名 所在地 定員
事業所内保育 いずみ保育園 小寺 987 12

            〃 セレーノほのぼの保育園 久代 5127 12
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問い合わせ　こども夢づくり課（☎� 8265）
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