
園　　名 年齢 定員（人）
水口東保育園 1歳～ 5歳 120
水口西保育園 6か月～ 5歳 180
伴谷保育園 6か月～ 5歳 220
岩上保育園 2歳～ 5歳 90
柏木保育園 6か月～ 5歳 150
水口北保育園 6か月～ 5歳 180
貴生川認定こども園
（長時部）
※短時部については、左
ページをご覧ください。

6か月～ 5歳 255

鮎河保育園 2歳～ 5歳 30
山内保育園 2歳～ 5歳 30
土山保育園 6か月～ 5歳 ◎

（土山にこにこ園）
大野保育園 2歳～ 5歳 110
甲賀西保育園 6か月～ 5歳 110
甲賀北保育園 2歳～ 5歳 60
甲賀東保育園 2歳～ 5歳 ◎

（大原にこにこ園）
甲賀西保育園南分園 2歳～ 5歳 ◎

（油日にこにこ園）
甲南東保育園 2歳～ 5歳 70
甲南北保育園 3歳～ 5歳 60
甲南西保育園 3歳～ 5歳 70
甲南南保育園 3歳～ 5歳 60
甲南希望ヶ丘保育園 6か月～ 5歳 120
甲南のぞみ保育園 6か月～ 5歳 160
こうなん保育園 6か月～ 2歳 60
信楽保育園 1歳～ 5歳 ◎

（信楽にこにこ園）
雲井保育園 6か月～ 5歳 100
朝宮保育園 3歳～ 5歳 60
多羅尾保育園 休園
明照保育園 6か月～ 5歳 80

※年齢は平成24年4月1日現在です。

園　　名 年齢 定員（人）
伴谷幼稚園 3歳～ 5歳 210
土山幼稚園 3歳～ 5歳 ◎
（土山にこにこ園）
大原幼稚園 3歳～ 5歳 ◎
（大原にこにこ園）
油日幼稚園 3歳～ 5歳 ◎
（油日にこにこ園）
信楽幼稚園 3歳～ 5歳 ◎
（信楽にこにこ園）

※年齢は平成24年4月1日現在です。

園　名 甲南幼稚園 貴生川認定こども園（短時部）
※長時部については、右ページをご覧ください。 水口幼稚園

年齢
※年齢は平成24年
４月１日現在

３歳～５歳 ３歳～５歳 ３歳～５歳

定員（募集定員） ３歳児　70名
４歳児と５歳児は、若干名 200名 ３歳児　30名

４歳児と５歳児は、若干名
願書配付 配布中 配布中 配布中

願書受付 受付中
９月28日（水）～ 30日（金）
10月３日（月）～５日（水）
いずれも８：30～ 17：15

10月４日（火）　９：30～
（先着順）

願書受付場所 甲南幼稚園 水口幼稚園

問い合わせ先 甲南幼稚園　☎・Fax86−8088
甲南町野田604

水口幼稚園
☎62−0329・Fax62−0334
水口町城東３−２１

【受付期間】	 10月3日（月）～ 14日（金）（土・日・祝日除く）
	 ※ただし、受付日を設定している園があります。
	 　詳しくは入園案内をご覧ください。
【受付場所】	 第1希望の保育園または各旧支所の地域市民センター
	 （水口地域は市民窓口センター）
	 ※	貴生川認定こども園（長時部）については、甲南幼稚園で受

け付けます。
	 ※	広域入所（市外の保育所への入所）を希望される場合は、こ

ども未来課（甲南庁舎2階）までご相談ください。
【受付時間】	 8：30～ 17：15
	 ※	10月6日（木）、11日（火）、13日（木）の17：15 ～ 20：00は、

甲南庁舎2階大会議室で受け付けます。
【入園基準】	 保護者および同居の家族が、家庭内外での仕事についてい

る、あるいは、病気などの理由で児童を家庭で保育するこ
とができないなど

	 （甲賀市に住民登録をしていることが必要です。）
【必要書類】	 入園申込書および昼間保育ができない証明書など
	 （必要書類は各保育園、各旧支所の地域市民センター・市民窓

口センター、各子育て支援センターに入園案内とともに備え
付けています。）

【受付期間】	 9月28日（水）～ 30日（金）
【受付場所】	 入園希望の幼稚園
【受付時間】	 8：30～ 17：15
　※	都合により受付日に申し込みができない場合は、こども未来課（甲南庁
舎2階）で10月3日（月）から5日（水）8：30～ 17：15に申し込みをして
ください。

【必要書類】	 入園願書
　　	（入園願書は各幼稚園、各旧支所の地域市民センター・市民窓口セン
ター、各子育て支援センターに入園案内とともに備え付けています。）

保育園と市立幼稚園の入園期間は、重複して申し込みできません。

平成24年度 保育園入園申込受付

平成24年度 私立幼稚園入園申込受付

平成24年度 市立幼稚園入園申込受付

		◦注意事項
※平成23年度在園児も申し込みが必要です。
※平成23年度に申し込みをされており待機していただいている児童
も、平成24年度については再度申し込みが必要です。
※育児休業明けなどで年度途中の入所を希望される場合もこの期間内
に申し込みをしてください。
※入園については、入園基準に該当し保育の必要性の高い方から決定
します。なお、申込多数の場合は抽選となります。
※申込人数が、きわめて少ない保育園については、入園調整または休園
等する場合があります。

		◦注意事項
※甲賀市に住民登録をしていることが必要です。
※平成23年度在園児については、別様式を各幼稚園（貴生川幼稚園を
除く）を通じて配布します。
※平成23年度に申し込みをされていて待機していただいている児童
も平成24年度については、再度申し込みが必要です。
※申込多数の場合は、抽選となります。
（抽選を行う場合、抽選日は11月11日（金）の予定です。抽選対象者に
は、10月31日付けで抽選のお知らせを郵送します。）

※	定員が◎印の園は、幼保一元化園となり、
通称は「○○にこにこ園」です。

土山にこにこ園　130名
大原にこにこ園　110名
油日にこにこ園　  69名
信楽にこにこ園　140名

幼保一元化園：幼稚園と保育園を同じ施設
で一体的に運営します。幼稚園児と保育園
児が同じ環境の中で園生活を送りますが、入
園の際には、それぞれの幼稚園・保育園の入
園申し込みが必要です。こども未来課　☎86-8179　Fax86-8380問い合わせ

こども未来課　☎86-8179　Fax86-8380問い合わせ
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10月8日（土）10：00～ 15：30【会場：碧水ホール】同時開催

【午前の部：10：30～／午後の部：13：30～】
■体験対象者／市内の小学生
■体験講師／ 市内の高校生・専門学校生の皆さんシル

バー人材センター会員の皆さん 他

《体験コーナー》
　◦昔遊び　　　　　　　　　◦かんたん科学工作
　◦プラネタリウム　　　　　◦おもしろ科学実験
　◦赤ちゃんだっこ体験　　　◦体力測定
　◦オリジナル小物づくり　　　　　　　　　など

　学んでいる人たちには「発表の場」として、また次世代を
担う子どもたちには「学ぶ場」として、異世代間の交流の中
から人と人との輪を広げ、生涯学習の振興をはかることを
目的として開催します。

　地球温暖化問題について節電等家庭から取り組めるこ
とを、展示や工作教室をとおして広く市民の方に学んでい
ただく機会として開催します。

《展示コーナー》
　◦太陽光発電・照明システム
　◦IHクッキングヒーター
　◦環境関連パネル展示
　◦やってみようグリーン購入

《工作教室》
　◦木工細工・しおりづくり
　◦竹の輪アート

《フリーマーケットコーナー》

《省エネ診断》
　◦省エネ診断ソフトによる診断
　　	持ち物：事前調査票（県温暖化対策

課ホームページに掲載）
　◦省エネ体験装置
　◦環境家計簿
　◦電気自動車の展示

《グリーン購入啓発リレー》
　◦お買い物ゲーム
　◦手回し発電

《地産地消コーナー》
　◦	環境にやさしい農産物や特産物

の販売
　　茶の試飲・販売
　　野菜、加工品など

《古着の回収・リサイクル》

生活環境課　環境政策係
☎65-0692　Fax63-4582

問い合わせ
社会教育課　生涯学習係
☎86-8021　Fax86-8380

問い合わせ

※	コーナーによって当日受付の必要なものがあります。
　詳細は対象者に配布するチラシをご覧ください。

平成24年度保育園・幼稚園・認定こども園の
入園申込受付が始まります

まなびの体験広場 2011
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