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１．園の概要 

近江兄弟社ひかり園は学校法人ヴォーリズ学園が運営する「幼保連携型 認定こども園」です。 

認定こども園とは、保護者の就労に関わらず、就学前の教育・保育を一貫して提供する施設です。

また、幼稚園や保育所、認定こども園に通っていない場合でも、子育て相談や親子の集いの場の提

供など、地域の子育ての支援を行います。※認可幼稚園と認可保育所の認可基準を満たし、学校及

び児童福祉施設としての法的位置付けを持つ単一の施設です。 

            

 

 

 

 

園の名称 学校法人ヴォーリズ学園 認定こども園 近江兄弟社ひかり園 

こども園の類型 幼保連携型 

設置者 学校法人ヴォーリズ学園 理事長 藤澤 俊樹 

法人所在地 近江八幡市市井町１７７ 

施設所在地 近江八幡市多賀町 557 

施設認可日 1922年 8月 23日 清友園幼稚園として滋賀県知事より認可 

こども園開始日 2013年 4月 1日 幼保連携型認定こども園として運営開始 

園長 園長：安川 千穂     

連絡先 （電話）0748-32-0301／0748-32-5690 （FAX）0748‐32‐0309 

認可定員 185 名 

嘱託医 内科：山本医院 歯科：松橋歯科 
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◆保育理念◆ 

「地の塩 世の光」 

一人ひとりがこの世でなくてはならない存在として生かされていることを知り、世のために尽くす人となるための

土台を培います。 

◆保育方針◆ 

イエス・キリストを模範とする人間教育をとおして「よく見る目、よく聞く耳、よく考える頭、よく働く手足」を育みま

す。日々のお祈りを通して「ありがとう」の気持ちを育みます。 

◆保育目標◆ 

○キリスト教精神を土台に据え、自分、隣人を愛する心（肯定感）を育てます。 

友だちと遊ぶなかで、子どもは自分と他者との違いを知っていきます。たくさんのぶつかりあいや葛藤を通して、

悩み、考え、理解し合い、「共に生きる」ことを学んでいきます。 認め合い、力を合わせることの楽しさ、喜び

を感じるまでの道すじを大切にします。 

○年齢に応じ、しつけを大切にした生活を営みます。 

○遊びから学びの基礎を、遊びから働く基となる意欲を育みます。 

子どもが夢中になっていきいきと遊ぶことは、「生きる力」につながります。 工夫したり、悩んだり、納得する

まで繰り返すなかで、思考力や想像力、そして「意志」が育まれます。好奇心や探求心を大切に受け止め、子ども

と共に心を動かす保育を心がけます。  

◆園の特色◆ 

○ヴォーリズ学園の生徒・留学生との交流 

○滋賀ＹＭＣＡとの連携（3歳児～英語・運動遊び） 

◆沿革◆ 

1917年 「プレイグラウンド」が開園する。 

1922年 「プレイグラウンド」内に「清友園幼稚園」を設立。滋賀県より認可を受ける。 

1931年  市井町に園舎（ハイド記念館）を建設する。 

1951年  清友園幼稚園を「近江兄弟社幼稚園」に改称する。 

1988年  預かり保育「ノアの家」を開設（延長保育開始）する。 

2003年  多賀町に幼稚園舎新築、移転する。 

2004年  認可外保育施設「エンジェル保育園」を開園する。 

2007年  認可保育園 「星のひかり保育園」（旧：エンジェル保育園）を開園する。 

2013年  近江兄弟社幼稚園・星のひかり保育園を合わせ、認定こども園「近江兄弟社ひかり園」の運営を始める。 

      2015年  4月より、学校法人『ヴォーリズ学園』に法人名を改称する。 
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２．園児の保育認定区分 

近江兄弟社ひかり園の園児は以下の保育認定区分のいずれかに該当します。 

保育認定区分 条件 

短時部 

1号認定 
満３歳以上の小学校就学前子どもであって、学校教育のみを受ける

子ども 

新 2号認定 

満３歳以上の小学校就学前子どもであって、保育を必要とする子ど

もであり、尚且つ市から認定を受けた子ども 

※1 号認定後、市に保育の必要性の認定申請が必要です 

長時部 

2号認定 

満３歳以上の小学校就学前子

どもであって、保育を必要とす

る子ども 

月 120 時間以上の就労 

⇒保育標準時間認定 

月 60 時間～120 時間未満の就労 

⇒保育短時間認定 

3号認定 
満３歳未満の保育を必要とす

る子ども 

月 120 時間以上の就労 

⇒保育標準時間認定 

月 60 時間～120 時間未満の就労 

⇒保育短時間認定 

 

〇すべての園児は、居住地のある市町において「施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請」

をし、それぞれの状況に応じ 1、2、3号保育認定を受けます。近江兄弟社ひかり園では 1号保育認

定を「短時部」と呼びます。また、2、3号保育認定を「長時部」と呼びます。 

〇1号保育認定により園を利用される方のうち、市に新 2号保育認定申請をし、保育を必要とする子

どもと認められた方は、短時部に在籍しつつ、新2号保育認定を受けられます。認定後、預かり保

育の利用に対し「子育てのための施設等利用費」として利用料補助を受けることができます。 

〇長時部は園児の年齢により 2、3号保育認定に区分され、さらに保護者の就労時間により「保育標

準時間認定」、「保育短時間認定」に区分されます。 

〇在園期間中、長時部⇔短時部等の認定区分の変更（在籍内での移動）を希望された場合、双方の定

員の充足状況や、保護者の就労時間数の不足等によりご希望に添えない場合があります。 
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３．認可定員・クラス編成・職員構成 

〇認可定員数：185名  

○クラス編成 

3歳児クラスは、1号認定クラス、2号認定クラスで編成、4.5歳児クラスは、1号認定と 2号認定の

子どもを合わせた混合クラス編成となります。 

学年 定員 クラス数 学年 定員 クラス数 

0歳児 6名 1クラス 3歳児 46名 2クラス 

1歳児 20名 2クラス 4歳児 46名 2クラス 

2歳児 20名 2クラス 5歳児 47名 2クラス 

〇本園に配置する職員は次のとおりです。職員数は在園児数に応じ、配置基準に定められた、数を下回

らない職員数を配置いたします。 

◇ 園長・副園長  

◇ 主幹保育教諭  

◇ 副主幹保育教諭  

◇ 副主幹保育教諭補佐    

◇ 保育教諭   

◇ 保育助手 

◇ 管理栄養士 

◇ 調理員  

◇ 事務員  

◇ 嘱託契約職員：園医・園歯科医・園薬剤師 

 

４．保育時間 

保育日ならび保育時間については下記の通りです。 

[1号認定：短時部について] 

 

1号認定 

（短時部） 

 

期 基本保育時間 預かり保育時間 

平日 8：30～14：30 

早朝 保育後 延長 

7：00～ 

8：30 

14：30～

18：30 

18：30～

19：30 

土 休 （特別預かり保育）7：00～18：00 

春・夏・冬休み 休 （特別預かり保育）7：00～19：30 

日.祝.年末年始 休 
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[2、3号認定：長時部について] 

 

2・3号認定 

（長時部） 

 

期 区分 
基本 

保育時間 
 早朝保育時間 延長保育時間 

平日 
標準時間認定 7:00～18:00  18:00 ～ 19:30 

短時間認定 8:30～16:30 7:00 ～ 8:30 16:30 ～ 19:30 

土曜 
標準時間認定 7:00～18:00  

短時間認定 8:30～16:30 7:00 ～ 8:30 16:30 ～ 18:00 

日.祝.年末年始 休 

◆長時部：保育標準時間認定と保育短時間認定の区分による保育利用時間について◆ 

○保育標準時間認定 

保育標準時間認定の場合、原則11時間の保育利用となります。開園時間の7:00～18:00が利用時 

間です。18:00から閉園時間である19:30までの利用は延長保育となり、有料保育となります。 

7:00開園                         18：00   18:30 19:30閉園 

〇保育短時間認定 

保育短時間認定の場合、原則8時間の保育利用となります。開園後の8:30～16:30が利用時間です。

それ以外の利用は延長保育となります。7:00～8:30また16:30～19：30は有料保育となります。 

7:00開園                          16:30   17:00 19:30閉園 

◆短時部：一時預かり保育について◆ 

○預かり保育「ノアの家」の時間帯は下記 4種類です。 

①早朝 ②短時部保育時間終了後 ③夜間延長 ④休園日特別預かり保育（土曜・春夏冬休み期間） 

※休園日特別預かり保育（土曜・春夏冬休み期間）は保護者の就労が利用要件となります。 

※市町から保育の必要性の認定を受けた短時部に在籍する園児には、預かり保育の利用状況に応じた

預かり保育利用料の一部補助があります。 

原則的な保育時間 

11時間          

延長保育 

18:00～

18:30 

※有料300円 

延長保育 

18:30～

19:30 

※有料200円 

早朝保育 

 7:00～

8:00 

※有料200円 

早朝保育 

 8:00～

8:30 

※有料300円 

原則的な保育時間 

8:30～16:30 

8時間          

延長保育 

16:30～

17:00 

※有料300円 

延長保育 

17:00～

19:30 

※有料200円 
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○短時部 一時預かり保育 

7：00開園                   14：30      18：00   19:30閉園   

5.利用者負担（保育料、諸経費）について 

0から 2歳児の保育料は、世帯の所得の状況、その他の事情を勘案し、国が定める水準を限度として

園児が居住する各市町が定めた利用者負担（保育料）を徴収いたします。3，4，5歳児の保育料につ

いては令和元年 10月から無償となっています。なお、保育料以外に、必要に応じて下記の実費を徴

収いたします。下記一覧は今年度のものです。今後、物価高騰などの社会状況により金額を変更する

場合があります。 

① 利用区分・学年に応じた徴収 

項目 内容 金額 

副食費 1号認定子ども副食代 

2号認定子ども副食代 

4,200円 

4,500円 

主食費 1、2号認定子ども主食代 月額 800円 

入園準備用品代 帽子、文具等の実費 入園時 5,000円程度 

月刊絵本代 3～5歳児が個人で使用する絵本 月額 500円程度 

行事費 遠足バス代等 5,000円程度 

卒園アルバム代 5歳児卒園記念アルバム代金 5歳児のみ 14,000円程度 

保護者会費 0～4歳児 

5歳児※保護者会卒園記念費含む 

年額 3,600円 

年額 4,800円 

② 利用状況に応じた個別徴収 

項目 内容 金額 

延長保育利用者負担 2、3号認定子ども延長保育料 1日300～500円  

月額上限10,000円 

延長保育夕方おやつ 1、2、3号認定子ども延長時おやつ代 

 

1回50円  

※18：30の時点でおやつ代をいただきます。 

預かり保育 1号認定子ども預かり保育代 ※詳細は③に記載 

早朝預かり保育 1号認定子ども預かり早朝保育代 1回100円  年額12,000円 

写真代 外部業者によるネット販売 単価は販売時に通知 

※物価高騰などの社会状況により金額を変更する場合があります。 

早朝保育時間  

7:00～8:30 

※有料100円 

基本保育時間 

8:30～14:30 

6時間 

保育後時間  

14:30～18:30 

※有料1000円 

延長保育時間  

18:30～19:30 

※有料500円 
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③ 一時預かり保育料 ※ご利用に応じて徴収します。  

事業名 利用料 

早朝 
Ⅰ 年間登録利用 

Ⅱ 未登録利用 

1ヶ月／1,000円 

1回／100円  

保育終了後 
Ⅰ 月間登録利用 

Ⅱ 未登録利用 

1ヶ月／12,000円 

1回／1000円 

延長保育 登録の有無に関わらず 1回／500円 

延長保育夕方おやつ代 登録の有無に関わらず 1回／50円 

休日時特別預かり保育 

（土曜日および 

  春、夏、冬休み期間） 

Ⅰ 預かり保育月間登録利用 1回／1,000円 

Ⅱ    〃  未登録利用 1時間／400円 

６．年間行事 

 年間行事は以下の通りです。以下のほか、避難訓練や誕生会など毎月の行事があります。 

 

月別 行 事 名 

4月 入園式 進級式 短時部Ｃ組短縮保育（４月下旬まで） 

5月 内科健診 尿検査 遠足（5歳児） 個別懇談会（在園児全員） 

6月 歯科検診 花の日礼拝 カプラデー プール開き 

7月 プール遊び 

8月 プール遊び 

9月 視力検査（４歳児のみ ※秋に実施予定） 運動会 

10月 遠足（3,4歳児） 内科健診 A組チャレンジデー 

11月 ヴォーリズデー 収穫感謝礼拝 点灯式 カプラデー 

12月 クリスマス おもちつき 

1月  

2月 生活発表会 個別懇談会（希望制） カプラデー 人形劇鑑賞 

3月 お別れ会 お別れ親睦会 卒園式 修了式 
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７．デイリープログラム 

○以下の生活の流れが基本となりますが、0歳児においてはお子様の月齢に合わせ、個々のリズムを

大切にしながら環境を整え、保育にあたります。 

 

※季節によって活動時間が若干変わることがあります。 

 

 

時 間 乳 児（1,2歳児） 幼 児（３,４,５歳児） 

 
 

7：00― 
 

8：00― 
 

9：00― 
 
 

10：00― 
 
 

11：00― 
 

12：00― 
 
 

13：00― 
 

14：00― 
 
 

 
 

15：00― 
 
 

16：00― 
 

17：00― 
 

18：00― 
 
 
 

19：30― 
 
 

 

                        

開園 順次登園 

視診（健康状態・機嫌） 

所持品の始末 

身近な遊具で遊ぶ 

 

排泄・おむつ交換・手洗い 

午前おやつ 

年齢別・クラス別の遊び 

 

排泄・おむつ交換・手洗い 

給食準備・給食・片付け 

 

排泄・おむつ交換・着替え･午睡（12：30頃から） 

 

 

 

 

目覚め（14：30頃） 

着替え・排泄・手洗い 

 

 

午後おやつ 

帰りの支度・持ち物の確認・視診 

 

順次降園・混合保育 

 

排泄・おむつ交換・手洗い 

 

 

延長保育 

※18：15に幼児棟へ移動 

（幼児棟にて、乳・幼児混合保育） 

おやつ  

閉園 

 

 

 

 

                        

開園 登園開始 

※早朝預かり保育（７：００－８：３０） 

視診（健康状態・機嫌）所持品の始末、自由遊び 

3・4歳児 教育共通時間８：３０－１３：３０ 

   5歳児 教育共通時間８：３０－１４：３０ 

排泄・手洗い 

朝の集い.礼拝 

年齢別・クラス別の活動や遊び 

（絵画制作・リズム遊び・ゲーム・体力づくり 

園外活動など） 

 

排泄・手洗い 

給食準備・当番活動・給食・片付け・歯磨き指導 

排泄・手洗い 

ふりかえりの時間 

長時部3.4歳児午睡（13：30頃～14：30頃） 

5歳児は休息のみ 

（4歳児は運動会後より、午睡なし） 

14:30  短時部 降園 

    短時部 預かり保育開始（～１9：３０） 

☆長時部園児と共に過ごします。               

☆延長保育あり 

排泄・手洗い 

おやつ（15：00頃） 

帰りの支度・持ち物の確認・視診 

混合保育（ 3～5歳児 ） 

※場合によって、年齢別に保育を行います。 

帰りの支度・持ち物の確認・保育室移動 

延長保育（幼児棟にて、乳・幼児混合保育） 

※18：15にうみ組へ移動 

おやつ 

閉園 
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８.給食について 

ひかり園では「神様から与えられた大切な食物に感謝して」楽しく食事をいただきます。 

〇煮干しやかつお節でだしをとり、うす味を心がけ食材本来の自然な味を大切にします。 

〇調理方法に変化をもたせ、豊かな食体験ができるようにします。栄養摂取量は子どもの一日の栄養

所要量のうち、昼食とおやつで４０％～５０％が摂れるようになっています。 

〇旬の食材や郷土料理、行事食、園で育てた野菜などを取り入れ、食への関心が高まるようにしてい

ます。 

〇地産地消に取り組み、地元で生産された新鮮な野菜を使用しています。 

◆年齢別内容◆ 

0歳児 

○幼児食を基本にし、個々の発達に合わせた離乳食です。発達、体調に応じて相談しながら離乳を  

進めます。 

○ミルクの量、回数は個々に応じて決めていきます。 

○おやつは 1歳の誕生日を迎えた後は、午前午後（一日 2回）食べます。 

1.2歳児 

○食事を取ることだけでなく、食前の手洗い、座って食べる、食前食後のあいさつなど、基本的生活

習慣を身につけられるようにします。 

○おやつは午前、午後の２回ありますが、食事では摂取しきれない栄養を補うためのものであり、  

食事の妨げとならない程度の量とします。  

3～5歳児 

○おやつは午後１回になります。（短時部は、預かり保育利用児のみ） 

○主食は園より出します。 

○食事の前には、神様に食べ物を与えていただいたことに感謝してお祈りをします。 

○食後に歯磨き、うがいを実施し、虫歯の予防に努めます。 

◆その他◆ 

○献立表は、月末に持ち帰っていただきます。 

○食物アレルギーをお持ちの方には、医師の診断による「生活管理指導表（除去区分指示表）」をご

提出いただきます。その指示に基づき、除去食を提供いたします。また、毎月末に翌月の献立と共

に「食材一覧表」を持ち帰っていただき、アレルゲンとなる食材をチェックしていただき、ご提出

いただきます。 
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９.服装について  

制服・体操服はありません。 

○衣服は動きやすく、汚れても安心な服装、また、自分で着脱しやすい服装で登園していただきます。 

○園での外遊びには、カラー帽子（各自購入していただきます）をかぶります。入園した年に購入し

た帽子を卒園まで使用します。 

 

１０．警報発令時・災害時の対処について 

台風の接近や非常事態により、政府や気象庁から警報が発令された場合の対処は下記の通りの対応

をしています。 

◆特別警報発令の場合・・・・・・・臨時休園 

※午前７時を過ぎても特別警報が発令されている場合は、臨時休園といたします。 

◆暴風・暴風雨警報発令の場合・・・臨時休園 

※午前7時を過ぎても解除されない場合は、臨時休園といたします。 

※保育時間中に発令される可能性が高い場合で、降園時間の変更が必要であると判断した場合は、

連絡一斉配信システム「モバイルメール」または電話にて連絡いたします。 

◆大雨・洪水警報の場合・・・・・・平常保育 

※大雨洪水警報の場合で平常保育が行われた場合でも、地域により危険であり、通園が不可能であ

ると保護者が判断された場合は、欠席・遅刻扱いとはいたしません。 

◆Jアラート発信時・・・・・・・・ 臨時的措置 

※大規模な災害等が発生した場合、テレビ･ラジオ･携帯電話などの媒体を介して「Jアラート発信」

があります。午前 7時までに「Jアラート発信」された場合、臨時的措置として休園する場合が

あります。開園後に発信された場合は、避難行動をとります。 

※緊急連絡等については、「モバイルメール」にて園からの緊急連絡を配信いたします。(要登録） 
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１１．健康について 

以下の保健行事を実施します。 

○健康診断（内科健診）及び歯科検診・身体測定・視力検査（4.5歳児）・聴力検査（5歳児） 

◆薬について◆ 

○飲み薬、塗り薬などの薬は原則としてお預かりしません。やむを得ない事情の場合は与薬依頼書と

お薬手帳のコピーが必要となります。市販の虫除けｽﾌﾟﾚｰも、同様となります。 

◆食物アレルギーについて◆ 

○食物アレルギーのあるお子さまについて、給食ではその健康状態に配慮した除去食を提供してい

ます。その際には、主治医による生活管理指導表（除去区分指示表）が必要です。 

◆感染症等の拡大防止対策について◆ 

□園内における感染拡大防止のため、国や県のガイドラインにあわせ以下の対策を実施しています。 

※状況により下記対応を変更する場合があります。 

①手洗いをこまめに行う指導を徹底します。 

基本的に流水と石けんにより手洗いの徹底を行います。また、保育室に消毒液を置き、従来同様こ

まめな手指の消毒に努めます。 

②定期的な換気に努めます。 

支障がない限り、常に2方向の窓やドアを開けての換気に努めます。 

③園内やおもちゃの消毒を徹底します。 

消毒担当職員が午前及び午後に全館の消毒を実施します。また、各担任が随時保育室の消毒にあた

ります。具体的には保育室やトイレなどの他、特に多くの園児が手を触れる箇所、ドアノブや手す

り、おもちゃ、電話等機器を次亜塩素酸で消毒します。乳児の机、椅子、遊具は消毒の後、屋外で

乾燥する場合もあります。 

④密集状態の回避に努めています。 

行事や保育内容を工夫し、大勢が密集すること回避しています。幼児において食事の際、双方向に

着席する場合、卓上に衝立をするなど工夫します。お昼寝の際、他者との空間をとるように工夫し

ます。 

⑤年齢、季節、活動に応じてマスクを着用します。 

マスクを着用しても年齢によっては頻繁に触ったりはずしたりして、正しい着用、自己管理が難し

い場合があります。ひかり園では幼児クラスの園児において着用をすすめています。気候、年齢な

ど状況に合わせたマスクの着用をすすめていきます。 

⑥園児が安心できる環境を心掛け穏やかな気持ちで過ごせるように努めます。 

感染症予防に努めつつも子ども達がおおらかな気持ちで過ごせるような関わりを心がけます。 
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１２．園児の安全と事故対応 

◆防犯･防災対策について◆ 

○毎月１回避難訓練を行い、安全に対する意識を園児と共に高めます。 

○災害時、防災頭巾を着用します。 

○保安の為、登園・降園時間帯外は、正門を閉鎖しております。 

○定期的に巡回警備員が園周辺を巡回します。また、防犯カメラ・機械警備を設置しています。 

○全職員が危機管理意識を常にもち、緊急事態発生時に備えています。 

○園庭フェンスの鍵は常時、施錠いたします。 

○防犯、救急の為の備品を各保育室前に設置しております。各棟職員室前にＡＥＤを設置しています。 

○園では園外保育を取り入れています。安全対策として、保育者は携帯電話、ホイッスルを所持し、

熟知したルートを歩きます。 

〇園児をけがや災害から守るため、設備、保健、非常時対策等に安全を期していますが、万が一の事

態に備え、以下の保険に園として加入しております。お子様にも独立行政法人日本スポーツ振興セ

ンターの災害共済給付制度にも加入していただきます。 

〇社会福祉法人日本保育協会「保育園総合保険制度」に園が加入しています。 

 

１３．個人情報の取り扱いについて 

○提出いただいた個人情報については、利用目的の範囲内でのみ使用し、関係法令を遵守して厳正に

取り扱います。 

○市町村が認定した世帯所得に基づく毎月の基本保育料の情報は、給付事務に必要な範囲に限って利

用します。 

○保護者の電話番号は公表しておりません。 

○ご家族以外の方には、お子さまが保育を受けているか否か、保護者の職場やご家庭についての問い

合わせには一切応じないようにしています。 

○誘拐などの事件防止のために、保護者以外の方のお迎えなど送迎者、送迎時間がいつもと変わる場

合は事前に園へ連絡していただきます。 
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１４.入園募集・手続き 

すべてのお子さんの入園は、ヴォーリズ学園と保護者様との直接契約になります。入園を希望され

る方は居住地の保育認定を受けると同時に園に入園を申し込む必要があります。1号認定、2.3号

認定等の区分により入園申込書類に違いがあります。また、1号認定と 2号認定の重複の申込みや、

他園との併願申込みはできません。 

◆2023年度入園申込時期・方法◆ 

 書類配布および受付場所は近江兄弟社ひかり園幼児棟職員室です。期間は以下の通りです。 

 配布および受付は平日（月～金）のみとし、土日祝日を除きます。なお、長時部（2，3号）のみ

郵送（送り先は市役所）による申込みを受付けます。 

〈書類配布〉 

短時部【1号認定児】 2022年 9月 12日（月）～9月 30日（金）14：00～16：00  

長時部【2,3号認定児】2022年 9月 12日（月）～9月 30日（金） 9：00～16：00 

〈受付期間〉 

短時部【1号認定児】 2022年 9月 12日（月）～9月 30日（金）14：00～16：00 

  長時部【2,3号認定児】2022年 9月 20日（火）～9月 30日（金） 9：00～16：00 

〈郵送受付期間〉 

長時部【2,3号認定児】のみ 2022年 9月 1日（木）～9月 30日（金）当日消印有効 

※市役所へご郵送ください。 

○1号認定の入園決定 

◆１号認定子どもについて、入園希望者が募集定員を上回る場合は、次の優先順位により選考を行い

ます。下記優先順位において希望者が募集定員を上回った場合、抽選で選考いたします。 

（１） 在園児ならびに卒園児の弟妹 

（２） 近江八幡市に在住する者 

 ※抽選による選考となった場合、すみやかにご連絡させていただきます。 

 

◇抽選予定日：2022年 10月 4日(火）13：00～ 

◇抽選場所：近江兄弟社ひかり園幼児棟 3階「子育て支援室」 

○2、3号認定の入園決定 

◆２号認定子ども及び３号認定子どもについては、保護者が居住する市町による「保育の必要度に応

じた利用調整」を経たうえで入園を決定します。 

 

 


