平成 31 年 4 月開設 企業主導型保育事業

天才キッズクラブ
陽だまりの家尼崎園

天才キッズクラブ新百合ヶ丘駅園
問い合わせ先
せ先

TEL：044-952-4871
Mail：shinyuri@tensaikids.jp
（担当：元木）

平成 31 年度入園者の方は、保育の様子が見られる園見学を行っております。
契約の前に一度ご見学をお願いいたします。

天才キッズクラブ 理事長

田中 孝太郎
「すべての子どもは天から授かったすばらしい才能を持って
いる」をモットーに、教育に関して熱い思いを持って子ども
に関わっている。4 児の父。

教育方針

逆立ち歩き

天才キッズクラブでは乳幼児期それぞれの時期に、

跳び箱

一人一人の子どもの天から授かった潜在能力を引き
出し、ＩＱ（学力）ＥＱ（心力）ＧＱ（元気力）の
バランスよい子どもを育てます。

6段

絵本大好き！自学自習！
自学自習

毎日読んだ本を記録するノート
1800 冊を超えている子も！

足し算、九九、ソロバン、国語など
自分でどんどん進めていく

ひらがな、漢字、ことわざ等のフラッ
シュカードを毎日行っています

英語教育

０歳児～ほぼ毎日のように英語に親し
めるような環境づくりを行っています。
講師のレッスンも充実しています。
ピアニカ練習
英語で歌ったり、体を動かしながら
レッスンを行っています。

園外保育（多摩動物園）
お誕生日会
高尾山登山

ハロウィン仮装行列

施設概要
◆尼崎園
住所 兵庫県尼崎市神田北通 5-136-6
TEL
FAX
設置者 株式会社ＴＫＣ 東京都稲城市東長沼 2106-5 マスヤビル 1Ｆ
メール
開園日 2019 年 4 月 1 日
主な事業内容
1. 企業主導型保育園の運営

教育方針
天才キッズクラブでは乳幼児期それぞれの時期に、一人一人の子どもの天から授かった潜在能力を
引き出し、ＩＱ（学力）ＥＱ（心力）ＧＱ（元気力）のバランスよい子どもを育てます。

教えない

子ども扱いしない

子どもは観察能力に優れていま
す。おもしろいものを見せれば、
それを真似したがるのが子ども
です。やらされるのではなく、自
分で学ぶことを身につけます。

競争する

いい意味で「子どもに合わせた活
天才キッズクラブのテーマは

「生きる力」

動」を行いません。大人が限界を
決めてしまえば、子どもの成長は
そこまででしょう。出来る事を前

学ぶこと・挑戦することのおも

提に多くのことにチャレンジしま

しろさを知っている子どもは、

す。

大人になっても様々なことに

習慣・体づくり

チャレンジし続けることがで

様々なプログラムを通して、全て

きるでしょう。

運 動 す る こと で 健康 な体 を つ く

の子に勝つ・負ける体験をたくさ

私たちが育てたいのはまさに

り、脳へ刺激を与えることによっ

んさせます。「勝ちたい！」とい

「生きる力」をもっている子ど
もたちなのです。

て、集中力が高まります。さらに

う気持ちは子どもを大きく成長
させます。

あいさつ、早寝早起きなどの基本
的な生活習慣を身につけます。

天才キッズクラブ陽だまりの家

尼崎園

〒600-0083 兵庫県尼崎市神田北通 5-136-6
問い合わせ先 TEL：044-952-4871（新百合ヶ丘駅園）

募集要項
対象
入所定員

０歳児（11 ヵ月）～2 歳児
０歳児

１歳児

2 歳児

合計

5人

5人

9人

19 人

開所日・開所時間および休所日
開所日

月曜日～土曜日

開所時間

7：30～19：30

通常保育時間

7：30～18：30

休所日

日曜日・祝祭日・年末年始（12/29～1/3）

延長保育時間

18：30～19：30

年間行事予定
・保護者様にご参加いただくもの

親子遠足、夏祭り、スポーツ大会、発表会
引き取り訓練、保護者会

・園児と保育者で行うもの

季節行事（端午の節句、七夕、ハロウィン、
クリスマス、節分、雛祭りなど）

・毎月行うもの

身体測定、避難訓練、お誕生日会

一日の流れ（予定）
2 歳児

1 歳児

7:30 ～
9:00 ～

0 歳児

順次登園
9:30

9:30 ～ 11:40

朝の会・おやつ
英語講師のレッスン・運動※1

11:40 ～ 12:20

昼食

12:30 ～ 13:00

読み聞かせ

13:00 ～ 15:00

午睡

15:00 ～ 15:30

おやつ

15:30 ～ 16:30

帰りの会（運動・知育）

16:30 ～

順次降園・コーナー遊び

18:30 ～ 19:30
※1 運動（マラソン・体操・壁逆立ち）

延長保育

お散歩

保育料について
（一般）
月～金（週 5 日）

０歳児

1 歳児

2 歳児

通常保育（月額）

¥30,000

¥30,000

¥30,000

¥3,000

¥3,000

¥2,600

¥4,000

¥4,000

¥3,500

18：30 ～ 19：00
延長保育（月/30 分）

19：00 ～ 19：30
延長保育（月/30 分）

（企業提携）
月～金（週 5 日）

０歳児

1 歳児

2 歳児

通常保育（月額）

¥25,000

¥25,000

¥25,000

¥3,000

¥3,000

¥2,600

¥4,000

¥4,000

¥3,500

18：30 ～ 19：00
延長保育（月/30 分）

19：00 ～ 19：30
延長保育（月/30 分）

クラス名について
学年単位でクラス名がついています。（2019 年度）
D クラス（2 歳児）
： 2016 年 4 月 2 日生 ～ 2017 年 4 月 1 日生までの園児
E クラス（1 歳児）
： 2017 年 4 月 2 日生 ～ 2018 年 4 月 1 日生までの園児
F クラス（0 歳児）
： 2018 年 4 月 2 日生 ～ 2019 年 4 月 1 日生までの園児

持ち物について（入園の際に、各クラスごとにご案内させていただきます）
・ランチセット袋（手口用ウェットティッシュ・エプロン２枚）
・コップ（ＥＦ組に関しましては、時期がきましたらお知らせします）
・水筒（D 組は自分で持てるように紐付きのもの、EF 組はストロータイプで紐無しのもの）
・着替え袋（洋服上下・下着・おむつ１枚（ＥＦ組のみ）
・必要な場合はスタイ）
◇常時個人のロッカーに入れておくもの
・おむつ 5 枚（全てに記名）
・おしりふき（記名して園で保管します。なくなりましたらお知らせします）
・着替え一式 2 セット（園に常時２組のお着替えセットを保管させていただきます。
使用しましたら持ち帰りますので、翌日補充お願いいたします）
・カラー帽子（金曜日に持ち帰ります。洗濯して月曜日にお持ちください。
）
・お昼寝用バスタオル２枚（金曜日に持ち帰ります。洗濯して月曜日にお持ちください。
）
・汚れ物を入れるビニール袋
※ ご家庭との連絡は、電子連絡帳を使用しております。
※ 行事等（例：遠足、交通費）により費用をご負担いただく場合があります。
（お支払方法・金額は、都度お知らせいたします。
）

天才キッズクラブ
川崎認定園
万福寺園

〒215-0004 川崎市麻生区万福寺 4-9-1 サンヒル・コザワ 1F
TEL：044-322-9739
FAX：044-322-9738

新百合ヶ丘駅園

〒215-0021 川崎市麻生区上麻生 1-3-9 新百合丘 KI ビル 3・4F
TEL：044-952-4871
FAX：044-952-4872

登戸園

〒214-0014 川崎市多摩区登戸 2184-1 トミタヤ BLD 3F
TEL：044-819-8907
FAX：044-819-8908

川崎市小規模認可園
楽遊館上麻生園

川崎市認可園
楽学館保育園

※31 年 4 月、川崎認定保育園より小規模認可保育園へ

〒215-0021 川崎市麻生区上麻生 1-10-6 井上ハイツ 101
TEL：044-819-6711
FAX：044-819-6710

〒215-0021 川崎市麻生区上麻生 1-3-9 新百合丘 KI ビル 2F
TEL：044-959-3773
FAX：044-959-3776

楽学館登戸園

〒214-0014 川崎市多摩区登戸 2184-1 トミタヤ BLD 1・2F
TEL：044-712-5048
FAX：044-712-5049

楽学館百合ヶ丘園

〒215-0011 川崎市麻生区百合丘 1-16-16
TEL：044-712-5025
FAX：044-712-5026

楽学館溝の口園

〒213-0001 川崎市高津区溝口 3-11-20
TEL：044-281-3930
FAX：044-281-3931

☆新規園

楽学館古沢園

〒215-0026 川崎市麻生区古沢 8-1
※H31 年 4 月開園予定
問い合わせ先 楽学館保育園 TEL：044-959-3773

☆新規園

楽学館武蔵小杉園 〒211-0002 川崎市中原区上丸子山王町 2-1374-2 2・3F
問い合わせ先 楽学館溝の口園 TEL：044-281-3930

※H31 年 4 月開園予定

天才キッズクラブ
横浜市認可園
楽学館あざみ野園

〒225-0002 横浜市青葉区美しが丘 5-33-4 1・2F
TEL：045-532-8641
FAX：045-532-8642

☆新規園

楽学館大倉山園

横浜市小規模認可園
楽遊館綱島園

大田区認可園
楽学館仲池上園

〒222-0037 横浜市港北区大倉山 3-55-3 ※H31 年 4 月開園予定
問い合わせ先 楽遊館綱島園 TEL：045-642-8815

〒223-0052 横浜市港北区綱島東 1-12-2
TEL：045-642-8815
FAX：045-642-8814

〒146-0081 東京都大田区仲池上 1-25-4
TEL：03-6410-3030
FAX：03-6410-3031

企業主導型保育園
☆新規園

陽だまりの家
武蔵小杉園

〒211-0002 川崎市中原区上丸子山王町 2-1374-2 1F
問い合わせ先 新百合ヶ丘駅園 TEL：044-952-4871

※H31 年 4 月開園予定

☆新規園

陽だまりの家
百合ヶ丘園

〒215-0011 川崎市麻生区百合丘 1-4-13 ※H31 年 4 月開園予定
問い合わせ先 新百合ヶ丘駅園 TEL：044-952-4871

☆新規園

陽だまりの家
尼崎園

〒660-0883 兵庫県尼崎市神田北通 5-136-6 ※H31 年 4 月開園予定
問い合わせ先 新百合ヶ丘駅園 TEL：044-952-4871

