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平成28年（2016年）9月10日

幼稚園の園児募集
申込

▲
▲
▲

平成29年
4月入園

市立幼稚園と市内の私立幼稚園・認
定こども園（幼稚園としての利用に限
る）は、来年4月の入園申込を受け付
けます。
平成27年度から子ども・子育て支援
新制度がスタートし、市立幼稚園全園
と私立幼稚園5園、認定こども園2園が
新制度に移行しています。
新制度に移行した幼稚園・認定こど
も園（幼稚園としての利用に限る）を
利 用 す る 人 は、認 定（1号）を 受 け る
必要があります。認定に必要な申請書
は、入園願書等配布時に各園で配布し
ます。必要事項を記入のうえ、入園願
書提出時（内定時）に各園に提出して
ください。

問

学校改革課（0798・35・3889）
私立幼稚園は各園＝表②③参照

私立は9月30日～、市立は10月3日～

新制度に移行した市立・私立幼稚園
新制度に移行した市立・私立幼稚
園
《表①
園名

新制度に移行していない私立幼稚園
新制度に移行していない私立幼稚
園
《表③

市立幼稚園》
所在地

電話番号

定員
4歳児 5歳児

新制度に移行していない私立幼稚園》
園名

浜脇
宮前町8－22
0798・33・0835 30
70
用海
石在町17－29
0798・23・8312 30
35
夙川
松ケ丘町9－23
0798・72・2951 30
70
越木岩
美作町6－10
0798・72・4499 30
70
大社
柳本町1－8
0798・74・4051 30
70
付属あおぞら 津田町3－40
0798・35・8086 30
70
上ケ原
上ケ原三番町6－27 0798・51・2700 30
70
門戸
門戸東町3－25
0798・52・5447 30
70
高木
伏原町3－40
0798・65・0055 30
70
瓦木
中島町5－2
0798・64・5017 30
70
春風
今津野田町2－6
0798・26・6152 30
70
南甲子園
南甲子園3丁目2－24 0798・46・1608 30
35
高須西
高須町2丁目1－45 0798・48・4121 30
70
鳴尾東
笠屋町30－47
0798・41・4542 30
70
鳴尾北
花園町10－20
0798・41・6349 募集なし 70
小松
小松北町2丁目4－1 0798・46・4087 30
70
山口
山口町下山口4丁目1－5 078・904・3707 30
70
名塩
名塩1丁目41－15 0797・61・0952 30
70
生瀬
生瀬町2丁目3－16 0797・84・9464 30
70
※鳴尾北幼稚園は平成30年度から休園となります（5歳児のみ募集）
※小松・名塩・高須西幼稚園は、平成30年度4歳児の募集はせず、31
年度から休園となります
※5歳児の定員は平成28年度4歳児からの進級組を含みます

所在地
電話番号
一里山
一里山町15－14
0798・51・0616
いるか
西宮浜4丁目13－2
0798・32・1089
関西学院
岡田山7－54
0798・53・3950
甲子園学院
熊野町5－18
0798・67・7272
甲子園口
甲子園口4丁目22－9 0798・67・4666
甲子園二葉
甲子園三保町6－10
0798・41・0278
甲東
甲東園1丁目2－15
0798・53・6740
神戸海星女子学院 マリア 木津山町5－26
0798・73・4418
甲陽
甲陽園本庄町7－23
0798・74・4610
香櫨園
上葭原町3－31
0798・22・8522
こばと
津門西口町5－9
0798・22・2101
こひつじ
津門呉羽町7－36
0798・22・3454
西光
鳴尾町1丁目16－2
0798・47・1737
幸
北六甲台1丁目23－10 078・903・1551
夙川学院短期大学付属 神園町2－20
0798・74・6455
松風
鳴尾町3丁目4－6
0798・47・2289
段上
段上町8丁目9－13
0798・51・3509
つぼみ
甲子園浜田町10－18 0798・22・4405
仁川
上甲東園2丁目4－43 0798・51・0751
仁川学院マリアの園 甲東園2丁目13－9
0798・51・2454
西宮公同
南昭和町10－22
0798・67・4691
西宮甲武
樋ノ口町2丁目6－1
0798・67・2017
浜甲子園健康
浜甲子園2丁目10－4 0798・41・1759
阪急
大屋町28－18
0798・66・2015
東山
東山台2丁目8－1
0797・61・3603
光明
甲子園七番町22－3
0798・47・1585
広田
広田町11－27
0798・72・2952
松秀
千歳町7－10
0798・36・3560
武庫川女子大学附属 池開町10－3
0798・45・3537
睦
高須町1丁目1－5
0798・49・0581
安井
平松町6－7
0798・34・0607
和光
室川町1－4
0798・71・6895
※苦楽園口幼稚園は平成31年3月で閉園予定のため、29年4月の募集
については、4歳児のみ、在園・卒園児の弟妹を希望があれば受付します

禦挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙魚
虚
許
●市立幼稚園●…表①
虚
許
虚全園で2年保育を実施。なお、園区はあり許
虚ません。定員は表①のとおり。
許
虚【対象】平成２3年（２０11年）４月２日 許
虚～２5年（2013年）４月1日出生の市内 許
虚
許
虚に住民登録をしている幼児
許 《表② 新制度に移行した私立幼稚園》
類型
園名
所在地
電話番号
【願書の配布】９月1
2
日からの月曜～金
虚
許
くるみ
仁川町5丁目6－49
0798・51・0638
虚曜（祝日を除く）の午後２時～４時に各幼許
甲子園東 甲子園四番町4－32 0798・41・1735
虚稚園
許 幼稚園
すずらん 甲風園2丁目4－15
0798・65・1166
虚【申込】10月3日～6日の午後２時～４時許
花園
上鳴尾町19－19
0798・47・2214
虚
許
みそら
若松町1－1
0798・72・1388
虚に入園を希望する幼稚園で。多数の場合許
上甲子園 甲子園口2丁目16－31 0798・67・1733
虚抽選
許 認定こども園 むこがわ 松並町9－4
0798・67・3002
虚※10月6日までの応募状況を各園で掲示許
亨鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸享
手続き・保育料
手続き・保育
料
禦挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙魚
虚 ●私立幼稚園・認定こども園● 許
・各園に直接申込
・各園に直接申込
虚 …表②・③
許
利用手続き
・市に認定申請する必要はない
・園を通じて市に認定申請
虚
許 利用手続き （認定こども園を保育所として利用する場合
・各園が保育料を設定
保育料
虚願書は各園で9月9日から配布。
許
は市に申込）
・就園奨励助成制度（※）の対象
虚9月30日から申込を受付。詳しくは各園許
・保護者の所得に応じ、市が保育料を決定
※私立幼稚園に就園する幼児の保護者に対して、経済的
虚に問合せを。
許 保育料 ・就園奨励助成制度（※）の対象外
負担の軽減を図るための助成制度
亨鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸享

ボランテ ィアをや ってみよう！
市民交流センターの講座・体験セミナー
ボランティア入門講座

気になる団体から直接話を聴けるチャンス

ボランティアに興味があっても参
加しにくい、受け入れ団体が見つか
らないという人に向けて、子育て、
環境、まちづくりなどさまざまな分
野の団体が一同に集まり、ボランテ
申・問

ィアのあれこれについてお話しし
ます。参加費無料。定員あり。要
申込。
【日時】10月15日（土）午前10時
～正午

市民交流センター（0798・65・2251）

地域で活躍する
皆さんを紹介します

地域と福祉のパイプ役
民生委員・児童委員は

煙煙煙 安東裕子さんに聞きました 煙煙煙
西宮市民生委員・児童委員会の副会長、塩瀬地区会
長。平成4年から委員を24年務める。

≪暮らしの状況を把握する≫
私たち民生委員・児童委員（以
下、委員）は、地域の乳児から高
齢者まで幅広く見守りを行ってお
り、そのなかで、毎年9月から12
月にかけて、高齢者を訪ねお話を伺っています。
そこでは、生活の援助が必要ではないか、身体の
調子を崩していないかなど普段の様子を聞き、心
配な方には、医療機関への受診や福祉サービスの

きっかけづくりボランティア体験セミナー
「具体的な活動内容を知りたい」
という人は、ぜひ参加してくださ
い。参加費無料。定員あり。要申
込。日程など詳しくは問合せを。

センターの職員が同行し、実際
に市内のボランティア募集団体を
訪れる体験セミナーです＝下表参
照。「一人で参加するのは心細い」
開催月

団体名

団体名
12月 煙武庫川スポーツクラブ

開催月

煙ボランティアグループ「ゆりの会」
10月
煙日本熊森協会
煙チーム御前浜・香櫨園浜里浜づくり
煙コミュニティ事業支援ネット
11月
煙兵庫介助犬協会
煙PETSFORL
I
FE,JAPAN

煙はらっぱ
煙こころ・からだ研究所
煙西宮くぐつ座
CCL西宮暮らしやすい地域を目指す会
2月 煙Ni
煙障害者生活支援センター遊び雲

1月

高齢者の暮らしを見守ります

利用を促しています。また、緊急連絡先なども
確認しています。以前、ひとり暮らしの方が夜間
に骨折して動けなくなり、救急車で運ばれ入院
されました。このときも、連絡先の親族にご本
人の状態などを早くお知らせすることができま
した。
≪感謝の言葉が活動の糧≫
こうした見守りを続けていると、たくさんの
方から「いざというときには委員に相談できる
から安心だ」といったありがたい言葉を頂きま
す。私たち委員もまた、人生の先輩との触れ合
いの中から多くのことを学ばせていただき、若
いお母さん方からは刺激を受けています。こう

した皆さんとの関わりが、委員の活動を
続ける糧になっています。

問

地域共生推進課（0798
・35
・3032）

《防災安全ひとこと》災害時、まずは、自分と家族の安全確保。次は、災害時要援護者の支援に協力を！

