
 

 

		 	 	
	

 天才キッズクラブ  

楽学館大倉山園 
 
 
                  
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★保育の様子が見られる園見学を行っております。電話で御予約の上いらしてください。 

ご案内   

■問い合わせ先■ 

天才キッズクラブ 楽学館 大倉山園 

TEL：045-642-5795 

Mail：raku-ookurayama@tensaikids.jp 

      （担当：齋藤、小口） 



 

 

  
 

 

  

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。 

英語教育・体操・ミュージカル 

０歳児～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。 

 

 

 

 
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。 

絵本大好き！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！ 

自学自習 

 足し算、九九、ソロバン、習字、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 

逆立ち歩き 

跳び箱 6 段 

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。 

ス ポ ー ツ 大
お誕生日会 

ハ ロ ウ ィ ン パ ー テ高 尾 山 登

-1- 



 

 

天才キッズクラブ 楽学館大倉山園 

〒222-0037 横浜市港北区大倉山 3-55-3 

 問い合わせ先 TEL：045-642-5795 

 募集要項 

対象       ０歳児（５ヵ月）～５歳児（未就学児） 

入所定員(予定) 

 

 

 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  ７：０0～２０：００ 

通常保育時間 ７：０0～１８：００ 

短時間保育時間 ８：３０～１６：３０ 

休所日  日曜日・祝祭日・年末年始（１２/２９～１/３） 

延長保育  (標準時間)１８：０0～２０：００ 

   (短時間) 7：００～ 8：３０・１６：３０～１９：００ 

 

 年間行事予定 

・保護者様にご参加いただくもの 入園式、夏祭り、親子遠足、スポーツ大会、発表会 

     引き取り訓練、面談、卒園式 

・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、凧あげ、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 

 ０、１、２歳児 ３、４、５歳児 

 ７：００～ 通常保育（合同保育） 

 ９：００～ ９：３０ 朝の会・おやつ ９：００～１２：００ 

朝の会 

運動・ピアニカ・自学自習 

散歩・その他活動 

 ９：３０～１１：００ 運動・散歩 

１１：００～１２：００ 昼食 

１２：００～１２：３０ 着替え・読み聞かせ 

１２：３０～１５：３０ 
午睡 昼食 

※３歳児以上も個々の体力差によっては午睡があります。 

１５：００～１５：３０ おやつ 

１５：３０～１６：３０ 帰りの会（知育・運動） 

１６：３０～１８：００ 
自由あそび 

通常保育終了 

１８：００～２０：００ 延長保育 

０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 合計 

６人 9 人 9 人 12 人 12 人 12 人 ６０人 
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 各種料金・費用など 

 

 食事代 

項目 対象 金額 

主食代 ３歳児以上 ２,０００円／月 

副食代 ３歳児以上 ４,５００円／月 

 

 

 延長保育料金・補食および夕食代（ＡＢ階層・兄弟児 50％減） 

利用時間 対象 月極(１１回以上の利用) １０回まで 

１８：０１～１８：３０ 利用者 １,７００円／月 ８５０円 

１８：３１～１９：００ 利用者 １,７００円／月 ８５０円 

１９：０１～１９：３０ 利用者 １,７００円／月 ８５０円 

１９：３１～２０：００ 利用者 １,７００円／月 ８５０円 

※	３０分あたり、月極１,７００円・10 回まで８５０円 

 

項目  A・B 階層 C・D 階層 食事時間 

補食代 
１０日以内 ６２０円 １,２５０円 １８：３１～ 

１ヶ月 １,２５０円 ２,５００円 １８：３１～ 

夕食代 
１０日以内 １,８７０円 ３,７５０円 １８：３１～ 

１ヶ月 ３,７５０円 ７,５００円 １８：３１～ 

 

※１８：３０までにお迎えの場合、夕食・補食はありません。 

 １８：３１～ お迎え 補食を食べます。 

 １９：０１～ お迎え 補食・夕食を１ヵ月単位で選んでいただきます。 

 時間や料金は変更する可能性があります。 

 

 

  給食について 

園内にある給食室にて栄養士さんによる献立になります。 

 ビタミンＢ１、Ｂ２、食物繊維が含まれた「麦」や「てんさい糖」を取り入れた給食を 

提供します。 

 

 

 アスリエスポーツクラブプールについて 

 ３歳児以上の希望者の方は、アスリエスポーツクラブのプールレッスンへの送迎を行って 

おります。（現在木曜日） 

  送迎費（１ヵ月）税込み：2,200 円 

  レッスン代・保険料は別途スポーツクラブへの支払いが必要となります。 

  7,480 円（月謝）＋ 550 円（保険料）＋ 2,200 円（送迎費：税込み）＝10,230 円 
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 クラス名について 

 

 学年単位でクラス名がついています。（2020 年度） 

A クラス（５歳児）：2014 年 4 月 2 日生～ 2015 年 4 月 1 日生までの園児 

B クラス（4 歳児）：2015 年 4 月 2 日生～ 2016 年 4 月 1 日生までの園児 

C クラス（3 歳児）：2016 年 4 月 2 日生～ 2017 年 4 月 1 日生までの園児 

D クラス（2 歳児）：2017 年 4 月 2 日生～ 2018 年 4 月 1 日生までの園児 

E クラス（1 歳児）：2018 年 4 月 2 日生～ 2019 年 4 月 1 日生までの園児 

F クラス（0 歳児）：2019 年 4 月 2 日生～ 2020 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） 

◎ＡＢＣ組 

・連絡袋（シール帳） 

・ランチセット袋（手口用ウェットティッシュ、コップ、歯ブラシ、お箸（必要な子どものみ）、 

         エプロン（必要な子どものみ） 

・水筒（自分で持てるように紐付きの物をご用意ください） 

・着替え袋（着替え一式、下着も忘れずに） 

      ⇒汚れた時のみ着替えて持ち帰ります。着替えた時は補充をお願いします。 

◇常時個人のロッカーに入れておくもの 

・着替え一式 2 セット 

・カラー帽子（金曜日に持ち帰り） 

・お昼寝用バスタオル２枚（必要に応じて。金曜日に持ち帰り） 

・汚れ物を入れるビニール袋 

・おむつ・おしりふき（必要に応じて） 

 

 

 ◎ＤＥＦ組 

 ・連絡袋 

 ・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 
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 保育用品 

ご入園の際、ご購入いただきます保育用品の一覧になります。※金額は変更になる場合があります。 

 

 ＜全クラス＞ 

・連絡袋          ￥２４０ 

・カラー帽子        ￥１,１００ 

・保護者用名札×２     ￥４２０ 

 

 ＜ＡＢＣクラスより＞  

・シール帳                  ￥５１０ 

・体操服 上        ￥２,５５０（※C クラスは希望者のみ） 

・体操服 下        ￥９２０（※C クラスは希望者のみ） 

★防災頭巾         ￥３,３００ 

★クレヨン         ￥６００ 

★はさみ          ￥４１０ 

★ピアニカのホース     ￥４１０ 

★自由画帳         ￥２８０ 

★縄跳び          ￥５５０ 

★ペンケース        ￥１２０ 

★くもん鉛筆（１本）    ￥９０ 

★消しゴム         ￥１１０ 

★色鉛筆（１２色）     ￥５７０ 

 

      ※★印の用品につきましてはご家庭でご用意していただいて構いません。園にて販売も行っております。 

 

 

 

※	ご家庭との連絡は『きっずダイアリー』（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。） 
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４００ 
お会い出来るのを 

楽しみにしております！ 



 

 

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 

 

上麻生園 〒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 

 

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 

 

【川崎市認可園】 

 

 

楽学館保育園 〒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 1-16-15 

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：044281-3931 

 

楽学館古沢園 〒215-0026 川崎市麻生区古沢 8-1  

問い合わせ先 TEL：044-455-5651 

 

楽学館武蔵小杉園 〒211-0002 川崎市中原区上丸子山王町 2-1369-1 

問い合わせ先 TEL：044-982-9638      

【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 

 

楽学館大倉山園 〒222-0037 横浜市港北区大倉山 3-55-3  

問い合わせ先 TEL：045-642-5795 

 

【横浜市小規模認可園】 

 

 楽遊館綱島園 〒223-0052 横浜市港北区綱島東 1-12-2 

TEL：045-642-8815  FAX：045-642-8814 

 

【東京都 大田区認可園】 

 

 楽学館仲池上園 〒146-0081 東京都大田区仲池上 1-25-4 

TEL：03-6410-3030  FAX：03-6410-3031 
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