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教育・子育て

認定こども園 ふたば園          〔場所 : 希望ヶ丘 6 丁目 18 番地の 1〕
 認定こども園は、幼稚園部と保育所部を並列的に運営します。保育所部では0歳(生後6カ月)から5歳まで、幼稚園部では3歳から
5歳までの保育・教育を行います。また、4・5歳児の基本的な保育時間では、混合クラスを編成して共通の保育・教育を行います。

保育所部（長時間利用児） 幼稚園部（短時間利用児）

入所・入園
基準

児童および保護者が本町に住民登録していること。児童の
同居親族等が、労働等によりその児童の保育にあたること
ができない（家庭保育ができない）と認められること。� �

児童および保護者が本町に居住していること�

募集人員

0歳児　6名程度���（平成25年4月2日～平成25年10月1日生まれ）
1歳児　若干名����（平成24年4月2日～平成25年 4月1日生まれ）
2歳児　若干名����（平成23年4月2日～平成24年 4月1日生まれ）
3歳児　10名程度（平成22年4月2日～平成23年 4月1日生まれ）
4歳児　15名程度（平成21年4月2日～平成22年 4月1日生まれ）
5歳児　10名程度（平成20年4月2日～平成21年 4月1日生まれ）

3歳児　20名（平成22年4月2日～平成23年4月1日生まれ）�
4歳児　15名（平成21年4月2日～平成22年4月1日生まれ）�
5歳児　１０名（平成20年4月2日～平成21年4月1日生まれ）�

保育料 世帯の平成25年分の所得税などにより決定します。 月額10,000円

保育時間
原則として午前８時～午後４時ですが、最長午前７
時から午後７時まで延長保育を行います。（時間帯
により別途延長保育料要）

原則として午前9時から午後2時ですが、4・5歳児
は4月から、3歳児は9月から、午後5時までの預か
り保育を利用できます。（別途保育料要）�

通園区域 町内全域

入所・入園の
承諾、許可

応募者が入所定員を超えた場合は、審査の上、家庭保
育ができない程度の高い方から入所を承諾します。 審査の上、入園を許可します。

入所申込書・入園願書の配布日 9月 5日（木）から

入所申込書・入園願書の
配布および受付場所 ふたば園、教育総務課、吉川支所（郵便・電話による受付は行いません。）

入所申込書・入園
願書受付期間

10月1日（火）～15日（火）
＊勤務証明書等の添付書類は、10月1日以降の証明
　書を添付してください。

9月５日（木）～17日（火）

園説明会日時 9月5日（木）�午後2時30分～3時30分　会場:ふたば園

入所・入園予定日 平成26年4月1日（火） 平成26年4月10日（木）

問合せ 教育総務課�☎ 739-3426

＊延長保育料、預かり保育料および給食費等詳細につきましては、園説明会でお知らせします。

― 平成26年度の認定こども園児・保育所児・幼稚園児 募集 ―

ひかり幼稚園　　〔場所：新光風台１丁目５番地の１〕
入園基準 児童および保護者が本町に居住していること

募集人員
３歳児　40人程度（平成22年4月2日～平成23年4月1日生まれ）� �
４歳児　10人程度（平成21年4月2日～平成22年4月1日生まれ）� �
５歳児　20人程度（平成20年4月2日～平成21年4月1日生まれ）

保育料 月額10,000円

保育時間 原則として午前9時から午後2時ですが、4・5歳児は4月から、3歳児は9月から、午後5時まで
の預かり保育を利用できます。（別途保育料要）�

通園区域 吉川、ときわ台、東ときわ台、光風台、新光風台

入園の許可 審査の上、入園を許可します。

入園願書の配布日 ９月３日（火）から

願書の配布および受付場所 ひかり幼稚園、吉川支所、教育総務課（郵便・電話による受付は行いません。）

願書受付期間 ９月３日（火）～１7日（火）

園説明会日時 9月3日（火）�午後1時30分～2時30分��会場:ひかり幼稚園

入園予定日 平成26年４月10日（木）

問合せ 教育総務課　☎739-3426

＊預かり保育料、給食費および通園バス代等詳細につきましては、園説明会でお知らせします。
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教育・子育て
吉川保育所　　〔場所：吉川２０１番地〕

入所基準 児童および保護者が本町に住民登録していること。児童の同居親族等が、労働等によりその児
童の保育にあたることができない（家庭保育ができない）と認められること。

募集人員

0歳児　9名程度（平成25年4月2日～平成25年10月1日生まれ）�
1歳児　若干名　（平成24年4月2日～平成25年 4月1日生まれ）�
2歳児　若干名　（平成23年4月2日～平成24年 4月1日生まれ）�
3歳児　若干名　（平成22年4月2日～平成23年 4月1日生まれ）�
4歳児　8名程度（平成21年4月2日～平成22年 4月1日生まれ）�
5歳児　8名程度（平成20年4月2日～平成21年 4月1日生まれ）

保育料 世帯の平成25年分の所得税などにより決定します

保育時間 原則として午前８時から午後４時までですが、最長午前７時から午後７時まで延長保育を行い
ます。（時間帯により別途延長保育料要）

通所区域 町内全域

入所の承諾 応募者が入所定員を超えた場合は、審査の上、家庭保育ができない程度の高い方から入所を承
諾します。

入所申込書の配布日 ９月3日（火）から
入所申込書の配布および

受付場所
吉川保育所、吉川支所、教育総務課

（郵便・電話による受付は行いません。）

入所申込書受付期間 10月1日（火）～15日（火）
＊勤務証明書等の添付書類は、10月1日以降の証明書を添付してください。

入所予定日 平成26年4月1日（火）

問合せ 教育総務課　☎739-3426

平成26年度　豊能町留守家庭児童育成室
新規入室児童募集

大阪府豊能地区公立学校事務職員
（府費負担職員）募集

　保護者の仕事や病気などにより、放課後帰宅しても保護者の監護
を受けることができない児童の新規入室を受け付けます。

▶対　象= 小学校1～3年生で、放課後から夕方まで保護者の監護
を受けることができない状態が、1カ月あたり15日以上
かつ3カ月以上継続する留守家庭などの児童。

▶場　所=町内3施設
�����　　　・東能勢留守家庭児童育成室
����　　　���（東能勢小学校地内　定員30名）
�����　　　・東ときわ台留守家庭児童育成室
����　　　���（東ときわ台小学校地内　定員35名）
�����　　　・光風台留守家庭児童育成室
����　　　���（光風台小学校地内　定員30名）
▶保育時間=月曜日～金曜日および毎月第4土曜日
������　　　　放課後～午後5時（午後7時までの延長有）
▶保育内容= 友だちや指導員との遊びなど（放課後の生活の場で

あり、学校や塾のように教科を教えるところではあり
ません）

▶保育料=��午後5時までの利用は、月額5,000円
　　　　�　午後6時までの利用は、月額6,000円
　　　　　午後7時までの利用は、月額7,000円
　　　　　�ただし、変更となる場合があります。
▶ 書類配布・受付場所=教育総務課、吉川支所�（郵便・電話による
受け付けは行いません）

▶書類配布・受付期間=10月1日（火）～15日（火）

▶問合せ=教育総務課�☎739-3426

　大阪府豊能地区（豊中市、池田市、箕面市、豊能町、能勢町）のい
ずれかの市町で公立小・中学校事務職員として勤務いただく職員
を募集します。
▶採用予定＝若干名
▶採用予定時期＝平成２６年４月１日
▶ 受験資格＝昭和５９年４月２日から平成８年４月１日までに生ま
れた方（大阪府内に居住し、身体障害者手帳の交付を受けてい
る場合は昭和５８年４月２日から平成８年４月１日までに生まれ
た方）

　※学歴・国籍は問いません。
▶選考日程＝
　第一次選考　１０月２６日（土）
　第二次選考　１２月３日（火）および１２月４日（水）のいずれか
▶申込方法
　○�インターネット申込　９月２日（月）午前９時から９月１９日

（木）午後５時までの受信分有効
　○�郵送による申込　９月２日（月）から９月２４日（火）まで（消印有

効）所定の申込用紙に必要事項を記入し、８０円切手を同封し
て簡易書留郵便で郵送してください。

▶ 受験案内・申込用紙の配布＝大阪府豊能地区教職員人事協議会
および豊能地区各市・町の教育委員会において配布

　�大阪府豊能地区教職員人事協議会ホームページからダウンロード
可能

▶問合せ＝大阪府豊能地区教職員人事協議会　任用グループ
　〒５６１‐８５０１�豊中市中桜塚３‐１‐１（豊中市役所第一庁舎６階）
　☎０６‐６８５８‐３３４１　
　H P http://www.tcct.zaq.ne.jp/bphmj604/index.html
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教育・子育て

豊能町地域子育て支援センター 　　　　　  からのお知らせ
地域の子育て家庭の支援を目的として、すきっぷに来られる時間を設けています。ひとりでも、友だ
ちと一緒でも、気軽にお越しください。お互いに学びあい支えあって、子育てしていきましょう。

申込み ･ 問合せ　☎ / FAX７３８ｰ０２５５

主催者☎／FAX 日 曜 時　間 催　し 内　容 対象者 持ち物 申込み

ひかり幼稚園��
738・4345/7752

17 火 午前10時～11時 にこにこタイム どろんこあそび H23.4.1以前生まれ 汚れてもいい服
タオル・水筒

要
（12日まで）

園庭開放をしています。（月～金午後2時30分～4時30分）（火曜日のみ午前9時30分～11時30分も有）�詳細についてはお問い合わせください。

ふたば園
739・1577/2966

19 木 午前10時～11時 さんさんくらぶ 運動遊び H23.4.1以前生まれ
タオル・水筒

要
（18日まで）

10/5 土 午前9時30分～11時30分 運動会 かけっこ 未就園児 要
（10/2まで）

園庭開放をしています。（毎週火曜日午前9時～10時30分）�詳細についてはお問い合わせください。

吉川保育所
738・0071/7756

26 木 午前10時30分～11時30分 ぴよっこ 絵の具あそび 6カ月～就学前児 タオル・水筒 要
（24日まで）

毎週水曜日午前10時～11時30分�所庭開放をしています。※絵の具遊びですので、汚れてもいい服でお越しください。
■幼稚園・保育所で行っている子育て支援活動です。持ち物など詳しい内容については、主催者にお問い合わせください。

9月の子育てひろば

おひさまルーム（施設開放）
すきっぷの施設を開放しています。
午前中は、小学校区別の利用です。
利用日については、すきっぷに確認して、あそびに来てください。

曜　日 時　間
月・火・木 午前10時～11時30分
月・水 午後2時～4時30分

▶電話相談＝毎週火曜日　午後1時～5時
▶育児相談＝個別相談希望の方は日程を調整させていただきま

すので、すきっぷにご連絡ください。

あそびのひろば（要予約）
おもちゃづくりを楽しみましょう。
▶日　時＝９月２７日（金）
　　　　　午前10時～11時30分
▶内　容＝ 製作あそび（おもちゃづくり）
▶申込み＝9月18日（水）まで

みんなのつどい（要予約）
幼稚園の在籍児と一緒に
コンサートを楽しみましょう♪
▶日　時＝9月6日（金）
　　　　　午前10時～11時30分
▶場　所=ひかり幼稚園�ホール
▶内　容＝ うた&ピアノコンサート
▶申込み＝9月4日（水）まで

みんなであそぼう！（要予約）
親子で太極拳をします。みんなで一緒にからだを
動かしてあそびましょう。
▶日　時＝9月11日（水）
　　　　　午前10時～11時30分
▶場　所=保健福祉センター�2階会議室
▶内　容＝ 親子で楽しむ太極拳
▶講　師=丸

ま る お

尾�裕
ゆ み こ

美子さん
▶持ち物=水筒・タオルなど
▶その他=動きやすい服装で参加してください
▶申込み＝9月4日（水）まで

子育て交流の場として利用してください。　▶問合せ＝ふたば園　☎739ｰ1577�　FAX739ｰ2966
豊能町立ふたば園　 　　　　　　　  　　からのお知らせ

施設開放（土・日・祝日は閉室します）

いちごルームを開放しています。
月～金　
午前９時15分～１１時
月・水・金　
午後３時～４時３０分

なかよしデー　　▶対　象＝未就園児　　▶場　所＝いちごルーム

▶日　時＝9月12日（木）
　　　　��午前10時～
▶内　容＝おもちゃ作り
▶持ち物＝水筒�

▶日　時＝9月�2日（月）�午前10時～
▶内　容＝マジックショー�ほか
▶持ち物＝水筒

▶日　時＝9月25日（水）�午前10時～
▶内　容＝しかけ絵本　ほか
▶持ち物＝水筒

親子でも、友だちと一緒でも、気軽に遊びに来てください。

2 日（月）は 8月生まれ、25 日（水）は 9月生まれの友だちのお祝いも
します。　どなたでも参加できます。みんなでお祝いしましょう。

赤ちゃんサロンⅡ教室に参加しませんか！
4カ月からの赤ちゃんを対象に教室を実施します。日程と内容は下記のとおりです。

対象年齢 募集人数 子育て教室の日
生後４カ月～１歳のお誕生日まで 5組 10月2日（水）�、10月16日（水）、11月6日（水）、�11月20日（水）

▶時　間＝午後2時30分～3時30分�▶場　所=子育て支援センターすきっぷ�▶参加費=200円
▶内　容＝ふれあいあそび・ベビーマッサージなど
▶申込み=(平日)午前9時～午後5時�電話またはFAXでお申し込みください。　▶締切り=9月11日（水）

�対象年齢 内容 日時(曜日) 申込み
0歳児 平成24年4月2日～平成25年2月生まれ

絵の具あそび
9月 4日(水)10:00～11:30 9月 2日(月)まで

1歳児 平成23年4月2日～平成24年4月1日生まれ 9月13日(金)10:00～11:30 9月11日(水)まで
2歳児以上 平成23年4月1日以前生まれ 9月20日(金)10:00～11:30 9月18日(水)まで

なかよしひろば（年齢別のつどい）《要予約》
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