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認定こども園・幼稚園・保育所 令和２年４・５月 新規入園・転園受付
▼  保育所入所には保育必要事由（就労など）が必要です。

▼  施設利用の決定は、先着順ではありません。受付期間
中に受け付けした申請について、総合的に勘案して利
用調整を行います（市立認定こども園（幼稚園部分）と
市立幼稚園は募集人数を超えた場合は抽選します）。

▼  幼稚園と保育所の併願はできます。保育所への申し込
みとして提出してください（複数の幼稚園（認定こども
園の幼稚園部分を含む）の併願はできません）。

▼  保育料（０～２歳児）は所得の状況により決定します。

▼  施設は小学校の通学区域に関係なく、申し込めます。

▼  仕事などの理由で、他市町の保育所への入所を希望す
る人は相談してください。

▼  令和３年３月31日までの入所を希望する児童で、心身
の発育・発達に不安があるときは、10月中に福祉課子
育て支援係へ相談してください（幼稚園については、
申し込みの際に各園へ）。

【申込用紙配布場所】申込用紙配布時に、説明を行います。時間に余裕を持って
お越しください。また、各支所では、申込用紙の配布および受付はしていません。

▼幼稚園：各施設

▼保育所：福祉課子育て支援係（市立施設希望者は、各施設でも配布します）

■私立幼稚園

【受　付】11月５日㈫～ 平日：午前９時～午後５時
施　設 電話番号 利用定員 預かり保育 入所可能年齢

愛和聖母幼稚園 （丸之内） 22 - 1048 70 ○

満３歳から鶴城幼稚園 （京　町） 25 - 5369 25 ○

村井幼稚園 （吉田町西小路） 52 - 0339 45 ○

■市立幼稚園

【受　付】11月５日㈫～ 15日㈮ 平日：午後１時～４時
施　設 電話番号 利用定員 預かり保育 入所可能年齢

明倫幼稚園 （文京町） 22 - 6386 25 - 令和２年４月１日時点で４歳

宇和津幼稚園 （妙典寺前） 22 - 7270 15 -
令和２年４月１日時点で３歳

岩松幼稚園 （津島町岩松） 32 - 2401 20 -

※清満幼稚園は、今年度末をもって閉園予定となっています。

【問合先】福祉課子育て支援係☎24 - 1111内線2143

■認定こども園（幼稚園部分）

【受　付】11月５日㈫～ 15日㈮ 平日：午前９時～午後５時（市立は午後４時まで）
施　設 電話番号 利用定員 預かり保育 入所可能年齢

私
立

認定こども園いぶき幼稚園 （朝日町） 22 - 0171 47 ○

満３歳から認定こども園八幡幼稚園 （伊吹町） 22 - 1827 40 ○

認定こども園元気の泉 （伊吹町） 25 - 0415 90 ○

市
立

番城美徳認定こども園 （宮　下） 27 - 0558 30 ○
令和２年４月１日時点で３歳

三間認定こども園 （三間町戸雁） 58 - 3189 20 -

※元気の泉保育園・環太平洋大学短期大学部附属幼稚園は統合により、令和２年度から認定こども園元気の泉になる予定です。

【幼稚園申込先】各幼稚園幼　稚　園

申込用紙配布：
10月１日㈫～
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【受　付】11月５日㈫～ 15日㈮ 平日：午前９時～午後７時、９日㈯・10日㈰ 午前９時～午後５時

■認定こども園（保育所部分）

施　設 電話番号 利用定員 閉所時間 入所可能年齢

私
立

認定こども園いぶき幼稚園 （朝日町） 22 - 0171
３歳児以上18
３歳児未満15

18：00
６か月から

認定こども園八幡幼稚園 （伊吹町） 22 - 1827
３歳児以上18
３歳児未満15

18：00

認定こども園元気の泉 （伊吹町） 25 - 0415
３歳児以上99
３歳児未満71

19：00 ３か月から

市
立

番城美徳認定こども園 （宮　下） 27 - 0558
３歳児以上70
３歳児未満30

18：30
６か月から

三間認定こども園 （三間町戸雁） 58 - 3189
３歳児以上50
３歳児未満30

18：30

※元気の泉保育園・環太平洋大学短期大学部附属幼稚園は統合により、令和２年度から認定こども園元気の泉になる予定です。
　また、認定こども園元気の泉について午後６時～７時を利用する場合、延長保育料が必要です。

■私立保育所

施　設 電話番号 利用定員 閉所時間 入所可能年齢

宇和島済美保育園 （丸穂町） 22 - 0512 150 19：00

３か月から

立正保育園 （神田川原） 22 - 1377 130 19：00

尾串保育園 （夏目町） 22 - 7039 120 19：00

丸穂保育園 （丸　穂） 25 - 7285 170 19：00

石丸保育園 （祝森下） 27 - 2260 110 19：00

みゆき保育園 （藤　江） 22 - 3201 60 19：00 ６か月から

※午後６時～７時を利用する場合、延長保育料が必要です。

■市立保育所・地域型保育

施　設 電話番号 利用定員 閉所時間 入所可能年齢

高光保育園 （家　藤） 22 - 3648 40 18：00

６か月から
住吉保育園 （住吉町） 22 - 0013 70 18：30

甘崎保育園 （甘　崎） 62 - 0067 25 17：30

小池保育園 （小　池） 28 - 0235 40 17：30

三浦保育園 （天　満） 29 - 0052 20 17：00 満１歳から

吉田愛児園 （吉田町西小路） 52 - 0166 90 18：30 ６か月から

たちばな保育園 （吉田町医王寺下） 52 - 1083 50 17：30

満１歳から玉津保育園 （吉田町与村井西） 52 - 3714 33 17：30

奥南保育園 （吉田町南君西） 54 - 0011 39 17：30

成妙保育園 （三間町成家） 58 - 3208 25 18：00

６か月から二名保育園 （三間町古藤田） 58 - 3198 40 18：00

岩松保育園 （津島町寿町） 32 - 2102 113 18：30

嵐保育園 （津島町嵐） 35 - 0005 39 18：00
満１歳から

北灘保育園 （津島町面浦） 32 - 4114 30 18：00

戸島保育所 （本　浦） 64 - 0004 5 16：00
満３歳から

日振島保育所 （明　海） 65 - 0366 5 15：50

保　育　所 【保育所申込先】福祉課子育て支援係（市立認定こども園・市立保育所は各施設（日曜
日を除く午前９時～午後４時）でも申し込めます）
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①第61回宇和島市民文化祭

■第14回宇和島市総合文化祭（囲碁大会）
【と　き】10月６日㈰ 午前９時～
【ところ】きさいや広場 市民ギャラリー

■芸能部門
【と　き】10月13日㈰～ 12月７日㈯
【ところ】南予文化会館、コスモスホール三間ほか
【内　容】邦楽・大正琴、日本舞踊、バレエ、合唱、
三曲・日本舞踊、カラオケ歌謡、民舞、ダンス・
和太鼓、フラダンス、吟詠剣詩舞など

■第14回宇和島市総合文化祭（俳句大会）
【と　き】10月19日㈯ 午後１時30分～
【ところ】きさいや広場 市民ギャラリー
【問合先】宇和島俳句協会事務局☎22 - 0295

■展示・文芸・生活文化部門
【と　き】10月20日㈰～ 12月１日㈰
【ところ】南予文化会館、パフィオうわじまほか
【内　容】茶道、いけばな、絵画、写真、書道、児
童生徒作品、押花絵、ちぎり絵、山草、盆栽など

②吉田町文化祭・芸能祭

■第49回吉田町芸能祭　
【と　き】10月６日㈰ 正午～午後４時
【ところ】吉田公民館 
【内　容】市文化協会吉田支部所属団体などの琴曲、
謡曲、日本舞踊、吟詠、大正琴、民舞、カラオケ、
オカリナ、吹奏楽など

■第48回吉田町文化祭
【と　き】11月９日㈯ 午前８時30分～午後５時、10
日㈰ 午前８時30分～午後４時
【ところ】吉田公民館
【内　容】市文化協会吉田支部所属団体などのお茶
席、寒蘭、書道、写真、絵画、俳句、短歌、生花、
フラワーデザイン、陶芸、老人クラブ・婦人手作り・
太陽の子ら作品の展示など

③第15回美沼の里・産業文化まつり

■展示の部
【と　き】10月26日㈯ 午前９時～午後４時、27日㈰ 
午前９時～午後３時
【ところ・内容】

▼  三間町国民体育館：文化協会、婦人会、各種サー
クルの作品展示

▼  三間高校：園児・小学生の作品展示

■美沼の里芸能の集い
【と　き】10月26日㈯ 午後１時30分～５時
【ところ】コスモスホール三間
【内　容】文化協会や各種サークルなどによる日本舞
踊、民謡、コーラス、箏曲、和太鼓、ピアノ演奏など

④第46回津島町文化祭

■芸能部門
【と　き】11月10日㈰ 午後１時～５時
【内　容】琴、詩吟、とっぽ話、民舞、日舞、フラ
ダンス、太極拳など

■展示・文芸・生活部門
【と　き】11月22日㈮～ 24日㈰ 午前９時～５時（24
日㈰は午後４時まで）
【内　容】絵画、写真、生花、短歌、俳句、書道、押花、
歴史文化のほか児童生徒作品・公募作品

■お茶席（無料）
【と　き】11月23日㈯㈷ 午前10時～午後３時
【内　容】裏千家山村社中・山本社中のお茶席

＜共　通＞

【ところ】岩松公民館

宇和島文化祭典－復興へ愛
え

顔
がお

の力を 令和の未来へ夢を！－

【問合先】①文化･スポーツ課☎24 - 1111内線

2732、②吉田支所教育係☎49 - 7098、③三間

公民館☎58 - 3316、④津島支所教育係☎49 -

7060
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