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か つ ら 愛 児 園

2021年作成

利用のご案内
重要事項説明書

TEL 045-892-3711
園長　 原田則子

園ホームページ　http://www.katsura-aijien.com
音楽会でのＡＶＯさんのピアノ演奏、園児による音楽演奏、学芸会のお遊戯や
音楽演奏が動画で見れます。園の歌「火の鳥」の力強い歌声も聴けます。
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　　　　　　　　　　ー入園のご案内　目次ー
　１．かつら愛児園　概要

　　　　　　　　　１．園施設の概要　　　　　定員、開園時間、規模、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　構造、職員体制、クラス編成

　　　　　　　　　２．園　見取り図

　２．保育の内容
　　　　　　　　　１．保育の理念

　　　　　　　　　２．保育の基本方針

　　　　　　　　　３．保育の目標

　　　　　　　　　４．保育の特徴

　３．かつら愛児園の一年
　　　　　　　　　１．年間行事

　　　　　　　　　２．休園日と代替休園日　　行事への保護者参加協力
　　　　　　　　　３．保育期間

　４．かつら愛児園の一日
　　　　　　　　　１．デイリープログラム

　　　　　　　　　２．保育時間と延長保育時間について
　５．　安全、健康、防犯、管理
　　　　　　　　　１．登降園について、氏名チェックについて

　　　　　　　　　２．防犯対策について、門について

　　　　　　　　　３．病気、感染症について

　　　　　　　　　４．保育園と薬について

　　　　　　　　　５．健康診断と嘱託医

　　　　　　　　　６．主に利用する病院リスト

　　　　　　　　　７．駐車場について

　　　　　　　　　８．給食について
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　６.　家庭と園との連絡

　　　　　　　　　１．おはようブック　毎日の家庭と園との連絡

　　　　　　　　　２．提出物、納入金

　　　　　　　　　３．通知物

　　　　　　　　　４．連絡ノートでの連絡

　　　　　　　　　５．その他　心配なこと

　　　　　　　　　６．園からのメール配信

　　　　　　　　　７．園への電話

　　　　　　　　　８．スクールバスの変更

　　　　　　　　　９．緊急時の連絡

　　　　　　　　１０．災害時

　　　　　　　　１１．お困りのこと　相談窓口

　　　　　　　　１２．個人情報

　　　　　　　　１３．区役所との連絡

　７．通園時の所持品　
　８．園でのルール
　９．園でかかる、必要費用　（入園時、毎月）
１０．入園時のお願い

　　　　　                  お子さんの登録ナンバーを控えておきましょう
 
             　　　　　　　      組　　　くみ　　　　　　　　名前

　　　登録ナンバーは　○〇組　２組　4 番　氏名という　４項目です。
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１．　かつら愛児園　概要

　１．園施設の概要

　　　　　創設　　　　 昭和２９年

　　　　　定員　　　　２００人～２１８人

　　　　　入園対象児　１才～５才（就学前児童）

　　　　　開園時間

　　　　　　　　　　　 月～金　７時３０分～１９時３０分

　　　　　　　　　　　　 土　　７時３０分～１６時１５分

　　　　　規　　模　　 敷地面積　　　３６３３．６９㎡

　　　　　　　　　　　 建築面積　　　１０９４．２２㎡

　　　　　　　　　　　 屋外園庭面積　１５００．００㎡

　　　　　　　　　　　　   ＋　第二プレイグラウンドと第二お砂場

　　　　　構　　造　　 鉄筋コンクリート造　２階建て

　　　　　　　　　　　 冷暖房完備

　　　　　職員体制　　 園長、副園長、主任保育士、保育士

　　　　　　　　　　　 調理師、栄養士、スクールバス運転士

　　　　　　　　　　　 その他（国・市の最低基準以上の職員配置をしております）

　　　　  クラス編成　   その年度による

１歳　 パンジーちゃん 10 名位

２歳 ばら組 35 名位

年少３歳 百合組 55 名位

年中４歳 藤組 55 名位

年長５歳 月・星組 55 名位

　　　　　クラスは、複数担当制をとり、たくさんの保育士の人格にふれられるよう、又

　　　　たくさんの子どもたちどうしの交流を通じ、社会性が身につくように保育を

　　　　しております。
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２.　保育の内容

１．保育の理念

　　　　かつら愛児園は児童福祉法に基づき「保育に欠ける」幼児の保育を行う保育園です。　　　　　　　

　　　　保育にあたっては子どもの人権､ 主体性を尊重し幼児の最善の幸福の為に園職員、

　　　保護者、地域社会の協力のもと幼児の福祉の増進、地域における家庭援助を行い､

　　　園職員は豊かな愛情と家庭援助へむけての社会性と良識の向上に努めるものとします。

２．保育の基本方針

　　●すべての子どもへの平等性を第一に考え保育をしております。

　　●子どもたちの健康と安全を基本とし心身共に自己を充分に発揮できる発達をめざします。

　　●豊かな愛情をもった人間性を育む保育をめざします。

　　●園への要望や意見、相談等に常時納得のいくまでお答えができるよう社会的責任を

　　　尽くします。

３．保育の目標

　　●「子どもは遊ぶことが仕事である」という方針のもと広い園庭での活動を充分に

　　　楽しみ元気な心と体を作ります。

　　●社会生活に慣れ、自立をめざし、人間として他を尊重し思いやる心を育てます。

　　●無限の可能性を秘めた幼児期にたくさんの体験を通じて一つのことに取り組み、

　　　やりとげる喜びを体得します。（小学校に向け人としての基本を身につけます。）

４．保育の特徴

　　●豊かな心を育てる音楽教育　と　人間形成

　　　　　　　

　　　豊かな心を育てる情操教育として創立以来音楽教育に力を入れています。
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「三つ子の魂百までも」といいますが、この時期の無限の可能性をもった子どもたちの吸収力は

すごく 園の環境として音楽があふれていますので自然とリズム感、音感等が体得され、楽しみ

ながら合奏等ができるようになります。

又、比較的長い保育時間 子どもたちがあきずに楽しく過ごせます。

　３、４才でピアニカ　５才でハーモニカ合奏を行います。世界のクラシック音楽、日本の

美しい童謡の両方を取り入れ他にはない音楽教育の伝統を築いてきています。

　それらを発表する機会として、ウィーン国立音楽大学教授のピアニストと共に行う秋の音楽会

   （ 鎌倉芸術館 ）、お遊戯と共に夢のような舞台を体験する学年末の学芸会（ 鎌倉芸術館大ホール

において ）があり、子どもたちにやりとげる喜び、夢をもってがんばることのすばらしさを

体得してもらいます。

   又、園長が創立 60 周年を記念して、作詞、作曲した園歌「火の鳥」をはじめ、たくさんの

オリジナルの歌を、楽しく歌い、音楽会で発表しています。

　又これらは音楽のみでなく、音をよく聴き、皆で協力し力をあわせること、他の者の演奏を

静かに聴くこと、きちんと立って姿勢を正し発表すること等の要素を含んでいます。

運動面では　体操を毎朝行い、自分の体をコントロールする力、敏捷性、危険より体を守る

力を養うようにします。

　夏はプール遊びよりつづいての年中・年長クラスの水泳教室は専門のスイミングスクール

コーチによって行われ水の事故より命を守り水になれることをめざします。

　年中は一日の指導、年長は三日の指導をスイミングスクールのプールへ行きコーチの指導を

受けます。費用として年中・1,000 円、年長・3,000 円がかかります。

　空手教室を年中、年長児は隔週で受け心身ともに鍛えます。

    あいさつの大切さ、礼儀、人の話を聞くことを学びます。

　大人気の英会話レッスン

　年長クラスのすべての子ども対象にベルリッツ外国語学校より専門の外国人講師を招いての

英会話レッスンは、隔週で少人数グループレッスンで行われ、吸収力めざましい子どもたちに

発音を中心に英語になれる機会をつくっています。（費用の負担はありません）　
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日付 時間 行事名 クラス 保護者参加 備考 駐車場

2021 年
4/1（木） 10 時より 一学期始業式 全園児

4/8（木）
10 時より 第 69 回入園式 新入園児

年長クラス
新入園児

保護者参加 駐車不可

13 時 40 分より 花祭りと紙芝居発表 保護者参加 年長クラス紙芝居
ハーモニカ演奏　 於本堂 駐車不可

5 月中 10 時 00 分より
ELBACHA ピアノコンサートと
かつら愛児園園児による
ハーモニカ・ピアニカ演奏会

全園児 希望保護者
園ホール
※小さいお子さんは
入れません。

車での
来場不可

5/16（日）
※

10 時より
午前中

運動会

2 才児クラス
年中クラス 保護者参加 11 時 30 分～ 12 時 30 分 駐車不可

13 時 30 分より 年少クラス
年長クラス 保護者参加 12 時 30 分より、 駐車不可

5/18（火）
（注）

運動会代休園
（運動会が雨で出来なかっ

た場合はこの日が運動会）
全園児

6 月中
歯科検診 全園児

内科検診 全園児 プール遊びに向け、
全園児必ず受ける

6 月中
2 ～ 3 日間 水泳教室 年中クラス

年長クラス

オーシャンスイミングスクール
コーチによる水泳教室
年長・年中　於 : オーシャン
スイミングスクールプール

6/8（火） 9 時 40 分より 年長クラス保育参観と
育児講座 年長クラス 保護者参加 一人ずつハーモニカを

発表
駐車可

園庭に駐車

7/1（木） プール開き
プール遊び開始 全園児

7/16（金） 10 時より 一学期終了式 全園児

7/30（金） 12 時より 卒園生カレーパーティー
6 年生まで
の卒園生

（予約）

3．　かつら愛児園の一年　
　一．年間行事　2021.4 ～ 2022.3

※ 5 月 16 日（日）の運動会　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　は、保護者の方の参加が必ず必要となります。
※１月 27 日（木）の学芸会
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日付 時間 行事名 クラス 保護者参加 備考 駐車場

8/9（月）
永林寺の施食
会の為休園

年長以外
年長は会に参加

どうしても困る方は
相談下さい。

8/27（金） 12 時より
地域の皆様に給食の夏野菜
カレーを食べて頂く会
火の鳥ライブ

地域の皆様・保護者等
希望者参加

食後ＤＶＤ鑑賞会も
予定しています。 駐車不可

8/31（火） 12 時 15 分より ＤＶＤ鑑賞会 年中クラス
年長クラス 希望者参加 保育中に観ます。 駐車不可

9/6（月） 9 時 40 分より 学芸会衣装打ち合わせ会
と保育参観 年少百合組 保護者参加

学芸会のお遊戯を
見て、衣装の相談を
して頂きます。
音楽会の音楽も
発表します。

車での
来場可。
園庭に
駐車

9/7（火） 9 時 40 分より 学芸会衣装打ち合わせ会
と保育参観 年中藤組 保護者参加

9/13（月） 9 時 40 分より 学芸会衣装打ち合わせ会
と保育参観 年長クラス 保護者参加

9/14（火） 9 時 40 分より 学芸会衣装打ち合わせ会
と保育参観

２才児ばら組
パンジーちゃん 保護者参加

10/8（金） 10 時より 音楽会リハーサル　ばら・
パンジーちゃん音楽会 全園児参加

ばら・パンジー
ちゃんの
保護者

園ホール 駐車可
園庭に駐車

10/14（木） 10 時 00 分より フラワーセンター　遠足 年長クラス
年少男児

保育中にスクールバスで
行き、お弁当を食べて
帰ります。
♪雨でもお弁当が必要10/15（金） 10 時 00 分より フラワーセンター　遠足 年中クラス

年少女児

10/28（木） 10 時 30 分より

AVOkuyumjian ピアノ
コンサートとかつら
愛児園園児による
ハーモニカ・ピアニカ
演奏会

１才・2 才児
のぞく
全園児

保護者参加

鎌倉芸術館にて
ピアニスト AVO さん
と演奏会をします。
開始時間前にお子さん
を鎌倉芸術館まで
お連れ下さい。

芸術館
駐車場に
駐車
1 回 700 円

11 月中
内科検診 全園児
歯科検診 全園児

11/15（月） 9 時 40 分より 学芸会リハーサル 年少百合組 保護者参加
本番通り衣装を
着ます。
舞台照明さん、
ビデオカメラマンも
参加します。

車での
来場可。
園庭に
駐車

11/16（火） 9 時 40 分より 学芸会リハーサル 年中藤組 保護者参加

11/17（火） 9 時 40 分より 学芸会リハーサル ２才児ばら組
パンジーちゃん 保護者参加

11/22（月） 13 時 50 分より 学芸会リハーサル 保護者参加
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日付 時間 行事名 クラス 保護者参加 備考 駐車場

12/17（金） 10 時より 二学期終了式
クリスマス会 全園児

12/24（金） 10 時より クリスマス会ライブ 全園児

１２月２９日（水）～１月３日（月）まで　年末年始　休園

2022 年
１/４（火） 午前中 三学期始業式 全園児

1/27（木） 13 時より 第 69 回学芸会 全園児 保護者参加 鎌倉芸術館大ホール
2/2（水） 10 時～12 時 年長公開英会話レッスン 年長クラス 参加自由 園庭に駐車
2/4（金） 10 時～12 時 藤組公開英会話レッスン 年中クラス 参加自由 園庭に駐車

2/10（木） 13 時 30 分より
14 時 30 分頃 ねはんえ

全園児
いのちの大切さ

を学ぶ
参加自由 歌の会の方と本堂で

ねはん図をみる 駐車不可

2/17（木） 10 時より 年長公開空手 年長クラス 保護者参加 園ホール 園庭に駐車
入替え注意

2/24（木） 10 時より 藤組公開空手 藤組 保護者参加 園ホール 園庭に駐車

3/7（月） 9 時 40 分より リレー・かけっこ 年長 ･2 歳児ばら組
パンジーちゃん 保護者参加 園庭 駐車不可

3/8（火） 9 時 40 分より リレー・かけっこ 藤組・百合組 保護者参加 園庭 駐車不可
3/14（月） 10 時より 大防災訓練 全園児・職員

3/17（木）
※ 10 時 20 分より 修了証書授与式 年長クラス 保護者参加

於：本堂
※年長さんは卒園式後
も 3 月 31 日まで預かり
保育を致します。

駐車不可

3/31（木） 10 時より 三学期終了式

2 歳児ばら組
パンジーちゃん

百合組
藤組

※ 3 月 17 日（木）の卒園式は、年長クラス保護者の方は、必ず参加して下さい。
　 終了後　預かり保育を致します。
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２．休園日と代替休園日　　行事への保護者参加協力
　　●休園日は日曜日、祝日、及び

　　　　 ・年末年始１２月２９日～１月３日の間

　　　　 ・毎年８月９日（設置主体　永林寺の施餓鬼会の為）

　　　　　（どうしてもお困りの方は相談ください）　

　　　　　ご協力お願い致します。

　　　年長クラスの方は、施餓鬼会に、お寺の  歌の会の皆さんと行事に参加、歌の発表を

　　　しますので、当日は通常保育となります。　　　　　　　　

　　●日曜日に行われる行事と代替休園について

　　　毎年　運動会（５月下旬の日曜日）は

　　　日曜　又は　祝日に行われます。

　　　その為、次の平日等が代替休園となります。

　　　半年から１年前に予定がわかりますのでお仕事等どうぞ都合をつけて

　　　お子さんの為に日曜日の行事参加をよろしくお願い致します。

　　

　　♪ 学芸会（学年末の発表会　毎年１月の平日）
　　　    卒園式（年長の卒業のお子さんのみ）
　　　　は 保護者の方の参加をお願いしています。

３．保育期間

　　　●園は一年中保育をしています。

　　　　　子どもたちへ目標をしめす上で１学期　２学期　３学期という

　　　　ことばを使っています。又夏休みとして長くお休みされるお子さんもいますが

　　　　園は上記休園日以外は一年中保育をしています。

　　　●夏休み保育期間中の内の２日間はスクールバスは点検の為　運休となります。
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４、かつら愛児園の一日

１、デイリープログラム 

3 歳児デイリープログラム

時間
7:30　～
　8:00

登園　室内遊び
8:01～

8:30 ～ 園庭自由遊び
９：３０ お集まり

朝の体操

10:00 ～ クラスでの活動

11:00 ～
トイレ、手洗い
給食

11:40 ～ トイレ、歯ブラシ
部屋で静かにする

１日の流れ

18:30 ～
降　園

18:31 ～ 延長保育開始
おやつ、うがい

16:01～
園庭、室内自由遊び

16:00 ～

14:45～ おやつ、うがい
歌を歌う

14:00 ～ 園庭、室内自由遊び

１９：３０ 保育終了

４・５歳児デイリープログラム

時間
7:30 ～
　8:00

登園　室内遊び
8:01～

8:30 ～ 園庭自由遊び
９：３０ お集まり

朝の体操

10:00 ～ クラスでの活動

12:00 ～
トイレ、手洗い
給食

13:20 ～ トイレ、歯ブラシ

１日の流れ

18:30 ～

降　園

１９：３０ 保育終了

降　園

18:31 ～ 延長保育開始
おやつ、うがい

16:01 ～

園庭､室内自由遊び

16:00 ～

15:10 ～ おやつ、うがい
歌を歌う

13:30 ～ 園庭、室内自由遊び

1歳・２歳児デイリープログラム

時間
7:30　～
　8:00

登園　室内遊び
8:01～

8:30 ～ 園庭自由遊び
９：３０ お集まり

朝の体操

10:00 ～ クラスでの活動

11:00 ～
トイレ、手洗い
給食

１日の流れ

12:00 ～ お昼寝

14:00 ～ 起床　トイレ
14:45～ おやつ、うがい

歌を歌う

16:01～
園庭、室内自由遊び

16:00 ～

18:30 ～
降　園

18:31～ 延長保育開始
おやつ、うがい

１９：３０ 保育終了
降　園
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利用料（利用者負担）

保護者が居住する市町村が定める利用料
※幼児教育・保育の無償化に伴い、下記のとおり無償
　２号認定：全ての児童を対象に無償
　３号認定：市民税非課税世帯を対象に無償

　　　　　　　 　　
４－２、保育時間と延長保育時間について

１、保育標準時間認定 ( １１時間認定 ) の方の保育時間
                 月～金　午前７時３０分から午後６時３０分までとする。

　　　      土　　午前７時３０分から午後４時１５分までとする。

２、保育短時間認定 ( ８時間認定）の方の保育時間
　 月～金　午前８時３０分から午後４時３０分までとする。

　　      土　　午前８時１５分から午後４時１５分までとする。
２、 延長保育利用
　　　　　　ご自分の保育時間を超えて利用希望の方は延長料金を園に支払い利用できます。
　　　　　　区への申請は必要有りません。園へお知らせ下さい。
３、園の開園時間

月～金　  午前７時３０分から午後７時３０分までとする。
　　　　　       土　　午前７時３０分から午後４時１５分までとする。

〇　平日は , 朝８時３０分より、登園した子より園庭遊びを楽しみます。

〇　朝の保育開始時間を９時３０分とします。全園児で園庭で体操をし、
       その後、保育プログラムとなります。

〇土曜日は通常　30 名程度のお子さんが利用するため、お子さんの人員により職員配置を
　行いますので、利用する場合は、前の週の土曜日までに、土曜日利用の旨をお知らせください。

〇土曜日はスクールバス、給食はありません。各自、送り迎え、お弁当が必要です。

〇延長保育は、あらかじめの届け出のある方の人員で必要な保育士数の確保をしていますので、
　届け出がなく延長保育の利用がありますとお子さんの安全性が損なわれることになります
　のでご注意をお願いします。

〇緊急でどうしても、ご自分の利用時間よりお迎えが遅れてしまう場合は
　事前に連絡をお願いします .  ( 園長　原田まで）

〇園の保育の終了時間に遅れないようにお迎えをお願い致します。
　閉園時間　平日　午後 7 時 30 分　土曜日　午後４時 15 分をお守りください。
　土曜日の保育の終了時間　午後 4 時 15 分　を守ってくださいますようお願い申し上げます。
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５.　安全　健康　防犯　管理　

１、登降園について、氏名チェックについて
①お子さんの保護責任は
 　登園時、園にて保育士が保護者の方よりお子さんを引き受けた
     時点より園にあります。 
　 降園時、保育士より保護者の方にお子さんを引き渡した時点より
     保護責任が移ります。
②スクールバスで通園の方は
　 バス停でスクールバスに乗車した時点で園に保護責任があり、
　 帰りはバス停にて降車し保護者の方にお子さんをお渡しした
     時点で保護者の方に保護責任が移ります。
　注１：したがってバス停に保護者の方がいない時は園に連れて帰ります。

　注２：他の保護者の方にご自分のお子さんの引取りを頼む時は、その旨を　

　　　　事前に園にお知らせください。保護者と頼まれた保護者の両方が　　　　

　　　　事前に納得了解かつ園に連絡がきていることが必要です。したがって

　　　　その場で他の保護者の方が引き取ってくださると言ってもお渡しでき

　　　　ません。

③お子さんの引渡しは必ず保護者の方が直接保育士へ引き渡し、保育士より
　保護者の方が直接引き取って下さいますようお願いします。
　安全上家族以外の方にお迎えを頼む場合は事前に園へ連絡、その方の名前・
　関係等お知らせ下さい。（いつもはお母さんのお迎えで今日はお父さんの
　お迎え等という時もお知らせ下さい。　又安全上、身分証明書等の提示を
　求めることもありますのでご了承下さい）
④お子さんの引き渡し　引取りの際は　登録ナンバーを言い、
　保育士と共に保護者の方が氏名チェックを行って下さい。

　保育士の持っている氏名チェックに

　登園時は苗字に
　　　　　　　　　　丸をつけて下さい。
　降園時は名前に

　登録ナンバーとは、　○〇組　２組　4 番　氏名　という４項目です。　　
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 　その際、間違えのないよう
　　「○〇ですが登園しました」
　　「○〇ですが帰ります」
　　と声に出して保育士と共に確認をお願い致します。

　 スクールバスの方
　 早退、遅刻、土曜日、行事の時等すべて同様にお願いします。

２、防犯対策について　門について
　園児の方にはＡ門のみの使用をお願い致します。
　お子さんの安全の為、その他の門は使用しないようお願い致します。

　Ａ門は　平日　１０時～１９時３０分まで
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の間施錠されています。
　　　　　土曜　１０時～１６時１５分まで
　 
　 施錠時のみ、インターフォンが使えるようになっていますので外から入る
　 場合インターフォンを押し、登録ナンバーカードのナンバーとクラスお子
　 さん氏名をお話し下さい。モニター画面確認の上、内より電気錠を解除
　 しますのでお入り下さい。
　 （内から出る時はご自分であけて出られます。ドアを閉めると施錠されます。
　　やり方は門に書いてあります。）
　 上記以外の時間は通常の門として使えます。
　 Ａ門上部の補助キーは子どもが出ない為の安全錠なので必ずおろし施錠を
　 お願いします。
　 内から電気錠解除にてお入り頂く時、解除は３０秒間になりますので、もし
　 再度閉まってしまうような事がありましたらお手数ですがもう一度インター
　 フォンでお話下さい。
　 その他防犯対策として園ではセコム・セキュリティによる常時監視カメラ
　 システム、緊急通報システム、夜間等監視システム等も導入しています。
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３、病気、感染症について

　　●具合が悪い時は小さいお子さんですのでなるべくお休みさせて下さいますよう
           お願いします。

　　●前日、熱があったり、ご家庭で怪我をした等があった時は登園時に必ず

　　　お知らせ下さい。

　　●持病がある場合、必ず入園の際お知らせ下さい。（アレルギー、けいれん、心臓病、喘息等）

　　●感染症と診断された時には他の子にうつりますのでお休みして頂くことがあります。

           医師に登園の可否の判断をしてもらってから登園をお願いします。（証明書は不要です）

　　　※インフルエンザは、園から出している治癒証明のメモを提出して頂いております。

              次項の感染症の表を参考にして下さい。

４、保育園と薬について　　※記入例は P １７ページに記載
　お子さんの薬は本来は保護者の方に与えていただくものですがやむを得ず
園でお薬を飲む時は場合は保護者と園の話し合いの上、保育士が保護者に
代わって与えるものとします。この場合は万全を期するため　
プリント「薬の投薬について」にある「お薬を飲ませてください」に
必要事項を記入し、１回分に分けた薬と一緒に透明な袋に入れ必ず封をして
お持ち下さい。また、保育士に確認してから、指定のカゴに入れて下さい。
●薬は、お子さんを診察した医師が処方し調剤したもの、あるいはその医師の
　処方によって薬局で調剤したものに限ります。
　（解熱剤、市販の薬はお預かりできません）
●薬は１回分にして当日分のみ渡してください。
　（シロップなども１回分にしてください）
●座薬の使用は原則行いません。
●「咳が出たら～」というように症状を判断して与える薬はその都度保護者に
　連絡してからとなりますのでご了承下さい。
●医師の診察を受けるときはお子さんが保育園に在園している時間等を
　医師にお伝え下さい。
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薬を飲んだ日、特に園からの連絡は致しません。
カバンの中に空になった薬の容器を入れておきますので、ご家庭でご確認下さい。　　

薬は　必ず保育士に手渡しして下さい。
数日続けて飲む場合でも、間違いを防ぐ為毎日記入してください。

“薬を飲ませて下さい”

①　日付　　　　　月　　日　は必ず１日のみ記入
　　　　　　　※続けて飲む場合も毎日記入して下さい。
②　組　　　　　　　園児名
③薬の種類　　　　粉薬　　袋、錠剤　個、シロップ 1 回分
　いつ　　　　　    昼食後、食前、食間、おやつ前
④何の薬か　　　　例：風邪薬、吐き気止め など
⑤病院名　　　　　例：〇〇医院、〇〇小児科　など
⑥本日の連絡先　　保護者名：
　　　　　　　　　会  社  名：
　　　　　　　　　TEL 番号：　　
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病名 潜伏期間 感染可能期間 登園基準

インフルエンザ 園へ登園する際、園の治癒証明書に

（様疾患） 医師のサインが必要となります。

発疹に伴う熱が下がった後、

３日を経過し元気が良い時

おたふくかぜ

（流行性耳下腺炎）

三日はしか

（風疹）

水ぼうそう すべての発疹が痂皮（かさぶ）に

（水痘） なったとき

プール熱 解熱し、主要症状がなくなった後、

（咽頭結膜熱） ２日を経過してから

解熱し、食事も十分できて

元気になったとき

感染力はないので

元気がよければ登園可能

有効治療を始めてから

２～３日たって

乳児嘔吐下痢症 主な症状がほとんど消失し、主治医

（ロタウイルスによるもの） 園医が登園して差し支えないと認めたとき

感染性胃腸炎 主な症状がほとんど消失し、主治医

（小型球形ウイルス、ＳＲＳＶ） 園医が登園して差し支えないと認めたとき

マイコプラズマ肺炎 症状が改善し

（うつる肺炎） 元気であれば登園可能

主な症状がほとんど消失し、主治医

園医が登園して差し支えないと認めたとき

ヘルペス性菌肉口内炎 症状が改善し

（単純ヘルペス感染症） 元気であれば登園可能

とびひ 他人への感染のおそれがないと

（伝染性膿痂疹皮膚化膿症） 医師が認めたとき

水いぼ 他人への感染のおそれがないと

（伝染性軟属腫） 医師が認めたとき

※とびひ　に関しては大型園の為、保育士の判断により登園を控えて頂く場合があります。

１～２日 感染後１０日

百日咳

はしか（麻疹） 10～１２日

６～１５日 感染後約３週 特有の咳が消失したとき

発疹出現の前後４～５日

１４～２４日 耳下腺の腫れが消失したとき

１４～２１日 発疹出現の前後７日間 発疹が消失したとき

明らかな症状を示す７日前から
その後９日続く

１１～２０日 水痘発現前２～後６日

５～６日
潜伏期後半～発症後約５日
間

１週間以上 発症後約２週間流行性角結膜炎 治癒するまで

急性出血性結膜炎 １～２日 発病後約４日 治癒するまで

ヘルパンギーナ ２～７日

手足口病 ２～７日 水疱消滅まで 医師の指示を仰いで登園

りんご病（伝染性紅斑） １７～１８日 １４～２０日

２～４日
潜伏期後半～発症後約７日
間

２日～１０日 水疱消滅まで

１４日～５０日

　　　　　　　　　感染症の登園基準

１０～２４日

約１０日突発性発疹

２日～２週間

溶連菌感染症

不定期

１～３日

主治医の診断を受けてから登園してください。
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５、健康診断と嘱託医
　　●嘱託医による内科検診　６月中旬と１１月中旬
　　　内科検診の結果について　園よりお知らせします。
　　　又、お子さんの健康のことで心配なことはお尋ねください。
　　●尿検査（３・４・５才児）　  ９月に行います。
　　●歯科検診　　　　　　　　　６月と１１月に行います。
　　●身体測定　　　　　　　　　毎月１回　結果をお知らせしています。

　　　嘱託医は次の方です。
　　　　　内山智明　先生　　内山小児科医院　栄区笠間 2-31-13
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　tel.045-892-4090
　　　　　杉山紀子　先生　　杉山歯科医院　　栄区公田町 1638-28
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　tel.045-891-6023
６、主に利用する病院リスト
　　病気やケガの時、緊急にお子さんをお連れする病院は下記のとおりです。
　　連れて行ってほしくない病院がある方は、お知らせください。

① 　栄共済病院 tel. 891-2171

② 　田中整形外科 tel. 894-5521

③ 　野村医院 tel. 892-5910

④ 　吉川眼科 tel. 894-7731

⑤ 　岡田眼科 tel. 832-0808

⑥ 　内山小児科医院 tel. 892-4090

⑦ 　杉山歯科医院 tel. 891-6023
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７、駐車場について
　　図書館前　道路より入りすぐ左側奥に永林寺及びかつら愛児園駐車場が
　　ありますのでお子さんの送迎にご利用下さい。

　　●駐車場はスクールバスの方向転換等にも使われます。
　　●防犯、事故、ご近所への迷惑防止等によりエンジンは必ず止めて
　　　利用下さい。　又、車から離れる時はカギをかけて下さい
　　●Ａ門横、正門前の坂スペースは駐車禁止です。
　　●行事の時は駐車場の利用が出来ないこともあります。その都度ご案内、
　　　お知らせします。
　　●近隣道路や図書館等公共施設、レストラン駐車場等への無断駐車は
　　　しないようお願いします。
　　●Ａ門をお子さんをつれて出る時は必ずお子さんと手をつなぎ事故に
　　　あわぬよう駐車場の利用、降園をお願い致します。（駐車場でのお子さんの
　　　一人歩き、お子さん同士のあそびの放置はしないようお願いします。）
　　●駐車場内、園付近においては細心の注意をもって車の徐行等をお願い
　　　します。
　　●近隣の方にご迷惑ですのでエンジン音、お子さんの大声等
　　　早朝、夕方遅くなど騒がしくならぬようご注意をお願いします。
　　　
　　　                                  　　　　　　　　　　新駐輪場ができました。園と契約をし
                                                      　　　　　　　　　　安全の上での約束を交わした方のみが
                                                     　　　　　　　　　　 使えるものです。もちろん無料です。
　　　                                         　　　　　　　　　　自転車、バイクを園において、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　お仕事に行かれる方の為に用意した
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ものです。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　利用希望の方はお知らせ下さい。
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８、給食について

　　　県下でもっとも古い歴史をもつ、かつら愛児園の給食は、卒園した子供た

　　ちにも「おいしかった」となつかしがられていて、おいしく暖かい楽しい

　　給食を心がけています。（専門の給食委託業者さんが調理しています）

　　食事をする為のきれいなランチルームが完備していて、給食やおやつは

　　このランチルームで衛生的に頂きます。

　　園　調理室で調理したあたたかい食事の完全給食です。

　　　（土曜日はお弁当がいります）

　　　

　　　スキムミルクで作った特製手作りヨーグルトのおやつや小魚を使う等

　　カルシウムやビタミン、たんぱく質等が多く摂れるよう食育に力を入れて

　　います。又添加物を使わず素材をいかした献立を心がけています。

　　　地元野菜を使ったり、又栽培や畑を見学したり子供たちの食への関心を

　　高めます。

　　　安定感とあたたかさのある磁器の食器を使っています。

　　　アレルギー除去食はお子さんの状況に応じ行いますが、専門医の

　　アレルゲン抗体検査による医師、保護者、保育園の連携が必要です。

　　　又、園長、栄養士と保護者の方との面談が必要です。

スキムミルクは

お子さんの栄養の為、

国､横浜市より

　  使用することが

指導されて

いるものです。
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６.　　家庭と園との連絡　

１、「おはようブック」　毎日の家庭からの重要な連絡
家庭と園の連絡を、簡潔に・迅速に・確実に・連絡事項の返し忘れのないように

　する為に　全園児「おはようブック」の利用をして頂きます。

　　おはようブックとは

カレンダーになっている　出席カードです。毎日、その日の日付のカレンダーの

スペースに、（小さいスペースですが）

◎朝の体温、

◎下痢や嘔吐がナシ ( ナシだけでよいです）、

◎その日の緊急な特別な連絡等、（お迎えが祖母になる , 等）

◎帰りのスクールバスに乗るか、乗らないか（乗る、乗らない、と書く）

◎欠席した所に、欠席した理由、

　等、その日の重要な連絡事項のみを、簡単に記入して下さい。

●薬の有無については、ここではなく、指定の薬のメモに記入し、提出下さい。

　保育士が朝、チェックをし、見たという印 , ○を記入します。

　おはようブックは毎朝　登園したら　中央玄関の

　各クラス名ごとの、箱に入れて下さい。箱は各クラスごとに

　「連絡事項あり」と「連絡事項なし」の 2 種類の箱がありますので、

　よく見て該当する箱に入れて下さい。

　大事な連絡事項ですので保護者の方が自分で箱に入れて下さい。

２、提出物、納入金　等は期限をお守りください。
・提出物は、園玄関の「提出物の箱」に入れて下さい。又はスクールバスで。
・お金は、園玄関のポストへ、又はスクールバス保育士へ。

３、通知物として、ナンバーのついたプリントが配布されます。
     お子さんの通園カバンの中は毎日チェックし、お子さんが困らないようお願いします。

    ※プリントには、学期ごとに通して通知番号がついています。
　    抜けてる番号がありましたら、お知らせ下さい。

４、「連絡ノート」での家庭と園との連絡
　●　１歳児・２歳児・３歳児は、各家庭で購入した連絡ノートに

　　　　　緊急ではない、相談や質問などを記入して下さい。

　　　カバンに入る大きさで、縦 15cm、横 10cm、位の５号サイズの物
　　　　　　※表紙の見やすい所に園児名を記入してください　
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園からは

　　パンジーちゃん（１歳児）：毎日園での様子を連絡ノートにてお知らせ致します。
    　ばら組（２歳児）：毎日園での様子を連絡ノートにてお知らせ致します。

百合組（３歳児）：週２回園での様子を連絡ノートにてお知らせ致します。　
連絡ノートは、１日の様子を見てからの記入となる為、その日返却できないこと　　
もあります。その時は、翌日お返しします。

●１歳・２歳の方は園で毎日全員の連絡ノートを見ます。

●３歳の方は連絡ノートに記入した時は、朝、部屋の連絡ノートの箱に

　入れて下さい。

●４歳児、５歳児は特に連絡ノートは必要ありません。

　・連絡やご相談がある場合は、メモ用紙に記入し、おはようブックにホチキス等で止め　

　　て下さい。

　※お返事は、メモ用紙に記入し、おはようブックにホチキスで止めてお返し致します。

　　藤組　（４歳児）　    は、お子さんが園の事を自分でお話できる様な保育を
       年長　（５歳児）　    目標としているためです。

しかし、心配なことがある方はお知らせください。

５、その他気がかりなこと、心配なこと等は気軽にご相談下さい。
園長、原田まで電話を頂くのが、一番早く解決できますのでお願いします。
　　（TEL  892-3711)

保育士が受ける、８９２- ３７１２は欠席、遅刻など、一言「はい」とお答えすれ
ばよい連絡事項のみの電話となっていますので、お答えが必要なその他のことは
この番号にはおかけにならないよう、保育士が困ってしまいますので、よろしく
お願いします。

６、園からのメール配信について
園をお休みしていると通知物が届かず、感染症の流行など、大事な連絡がわから
ないことがありますので、園からのメール配信をしています。その為の登録をし
て頂けましたらとお願いします。
入園時に登録のご案内をしています。用紙をなくして、必要な方はお知らせください。
スクールバスの天候による運休なども可能な限り配信していますが , 絶対に配信するという
ことではありませんのでご了承下さい。
不明な事がある場合は各自お問い合わせください。
又、配信は基本的に全登録園児に向けされますことを、ご了承下さい。
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７、園への電話について　８９２－３７１１と　　８９２－３７１２

①	 　園への電話連絡はすべて　８９２－３７１１　へお願いします。　

特に返答の必要な電話は、必ず　３７１１へ　かけ
　※園長原田にお話するようお願い致します。
　（原田が出られない場合、ママ先生がでることもあります）

３７１１への電話内容例、
･ 特別な病気やケガ（　入院や骨折など　）

　　・感染症（　ノロウイルス・インフルエンザ・水ぼうそうなど　）
　　・家庭の事情（保護者父・母以外のお迎えが来ても渡さない等）
　　・様子が知りたい　　・お迎えの時間に遅れてしまう
　　・○○が無くなっていつまでも見つからない　　　　・・・等

②　遅刻・欠席の連絡　遅刻：９時３０分を過ぎて登園し給食が必要な場合のみ
　スムーズにする為に　８９２－３７１２　の電話をもうけています
　３７１２は不特定多数の保育士が対応しますので、間違いを防ぐ為、遅刻・欠席
　以外の電話は困ります。その他のものは３７１１へお掛け下さい。

８、スクールバスの変更の連絡について

◎スクールバス利用の方は、毎日　おはようブックに、その日の帰りに
　バスに、「乗る」「乗らない」を記入して下さい。
◎原則、間違えを防ぐため、その他の、バス停で待つ人の変更、場所の変更、
　なども事前におはようブックに記入下さい。
　そして、急な変更があった時は、原田、８９２－３７１１へ

９、緊急連絡
　　　お子さんの具合の悪い時、ケガをした時は、提出して頂いた
　　お迎え届けの　第一連絡先・第二連絡先　の順に従って連絡
　　致しますので職場や電話番号が変わった時は、必ずすぐにお知らせ下さい。

職場での内線番号、部署名など確実に連絡が取れるようお願い致します。

１０、災害時　

　●　園では災害からお子さんを守る為、月１回の避難訓練を実施しています。
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●各園児ロッカーに園所有の防災頭巾を備えています（１・２歳児は保育士が保管）。

　入園より卒園までをとおして使用料 1000 円を入園時に頂いています。災害時、

　自宅用としてもお貸しします。　又、ご家庭からご用意頂いた１人 500ml の　

　飲料水のペットボトルも備えています。

●園として災害時を想定して食料、水、生活用品等の備蓄もしています。

●災害時の指定避難場所は　　本郷台駅前　としております　が

かつら愛児園は近隣地域の一時避難場所として機能することになると思われますので、

園から皆様へ連絡をさしあげるつもりですが、連絡がとれない場合は、

まずかつら愛児園へ迎えに来て下さい。園内でお子さんの安全を守っております。

・雪や台風接近のニュース等入りましたら注意し早めのお迎え、無理のない登園　

　をお願いいたします。

・休園となることもあります。

又、スクールバスが運行不可能になることもありますので、わからない場合には

各自での園へのお問い合わせをお願いいたします。

●災害時用　非常連絡先として親類や友人・近隣の方の連絡先を届けていただいています。　　

　（園長が保管し非常時のみ使用するものです）
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「災害用飲料水　等、持参のお願い」

お子さんの日常を守らねばならぬ園としましては、できる限りの非常食などの

準備をしていますが、まだまだ課題が多く、対策としまして皆さんに下記の点に

ご協力をお願い致します。

①お子さん一人につき５００ｍｌの飲料水
市販のペットボトルで開封していないもの
をマジックで表面に氏名と賞味期限を明記の上、
園へ持参して下さい。
※バスの方は保育士へ手渡して下さい

１年間、お子さんのロッカーに保管し、非常時に飲料水として使用します。

賞味期限は少なくとも１年以上あるものをご用意下さい。

②毎年新学年に上がる時に、新しい災害用飲料水を園に持参して下さい。
※その際、園では賞味期限をチェックしません。

必ず、１年以上賞味期限のある未開封のペットボトル飲料水をご用意下さい。

③毎日カバンの中に透明な袋に名前を書いて、箱菓子と市販の未開封の
小さいペットボトル（300ml 程度）の水をお持ち下さい。　

　園では、毎月の避難訓練で園児にカバンを持ち避難する訓練をしています。

　災害より命は助かったとしても、命をつなぐ食べ物、飲み物が必要です。

園の非常食が倒壊や津波で使えない等、予想外のこともありますので、各自

カバンに飲食物を用意してくださる事はいざという時、お子さんの力になり

ます。

　※お子さんが生きのびる準備のご協力をお願いします。

お子様の安全を守る為、必ずお持ち下さいます様

お願い申し上げます。賞味期限は保護者の方の責任で。

　☆災害時は、至急お子さんのお迎えをお願い致します
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『かつら愛児園を利用する上でお困りのこと　
意見、要望等相談窓口について』

園を利用する上でお困りのこと、ご意見、ご要望、お子さんに関しての相談等、ご遠慮な
く連絡カード、電話、口頭にてお知らせ頂きたくお願いしております。
又、下記のように相談窓口も設置しておりますので、再度お知らせいたします。
第三者委員への相談、という目的を鑑み、頂いた相談は、封をしていただけましたら、
そのまま直接第三者委員へお渡しします。

１、相談事解決責任者　原田　則子（園長）
２、相談受付担当者　　本谷　美奈子

　皆様からの相談は、上記解決責任者、受付担当者、園長代理ママ先生（原田摂子）
その他事情に応じて関係の保育士等もまじえて解決、相談させていただきます。
園では問題解決に必要と思われる時、又は保護者の方が希望される時は、
第三者を交えた相談が出来るよう第三者委員も設置しています。
第三者委員は下記の方にお願いしております（敬称略）

小林　フミエ 社会保険労務士

中西　猛
元 栄区役所福祉課長　
元 横浜市衛生局 （現 ： 健康福祉局） 部次長
横浜市総合保健医療センター総務課長

松村　弘人 医師
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１２. 個人情報と守秘義務
　　　 個人情報保護の観点より
　　　 お名前を名乗らない方や園児との関係が明白でないと思われる方からの質問、
　　　又は、ご家族としては不審であると思われる内容の質問（たとえば、運動会
　　　はいつですか？、～ちゃんは今日はもう登園していますか？等）にはお答え
　　　できません。失礼をすることがあるかもしれませんが安全確保の為ですので
　　　お許し下さい。
　　　又、園長以下職員一同　職業上知りえたことがらに対する守秘義務を厳守
　　　いたします。
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通園時の所持品

●すべての物に名前を書いて下さい。

●ブック入れは常に園においておきます。

　持ち帰った時は、次の日に持参して下さい。

●遊び着持ち帰り　　　　水・金曜日

　名札を取って洗い、又つけて月・木曜日に持参して下さい。

　上履き持ち帰り　　　　金曜日　お家で洗って月曜日に持参

●制服ポケットに（パンジーちゃんとばら組は遊び着）名前を書いたハンカチ、

　ティッシュを入れてください。

●通園カバンの中には

　おはようブック

　連絡帳－１才・２才・３才のクラスのみ－　（園への連絡事項をかいてください）

　ハンカチ２枚　昼食前の手洗い用　　（百合組・藤組・年長）

　※パンジーちゃん・ばら組は、

　ハンドタオルに掛ける所を着付けてお持ちください

　給食前に使います。

     　　・ピアニカホース、ハーモニカ（パンジーちゃんは除く）
　　　  ・歯ブラシ…ゆり、藤、年長のみ毎日持ち帰ります。（歯ブラシにはキャップをつけて）
    　　・藤組、百合組は、もし汚してしまった時のため、着替えの下着、パンツ等
　   　　名前を書いて 2 枚位
    　　・オムツ 5 枚（減りましたら、たして下さい）
●服などを汚してしまった場合、園の洋服をお貸しいたします。
　その場合は、園の貸し出しバッグと貸し出しの紙と共に返却して下さい。
　　（下着、遊び着、ハンカチ等も貸し出しいたします）
※上記以外のものは、必要ありません。又、子どもの安全上、不都合がありますので
　持ってこないよう、お願いいたします。
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 8．園におけるルール

　  園及び園職員（一部の者又は全員にかかわらず）に対する贈り物、特別な

　配慮等はお受けしないルールとなっています。

　　かつら愛児園は 1 人 1 人のお子さんへの平等性を第一に考え、すべての職員

　がすべてのお子さんを平等にお世話し、関わることを目的としています。

　（保育士はお子さんのクラス担当の保育士のみでなく、長い保育時間を交代勤

　務したり、全園児での自由遊び時間もありますので当然すべての保育士

　が関わりお世話しています。その他調理師、栄養士、運転士さん等 皆の連携

    で保育しています）

　　しかし、やはり人間ですのでその平等性を一点の曇りなく保つことは難しい

　ことです。

　　又、お子さんを平等に保育する為には保護者の方にもその平等性を貫かなく

　てはなりません。園側としては、職員の対応もその職員によって違いがあるこ

　とは、やはり平等性に支障があるので、細かく規則を決め統一できるように

　指導しています。

　　贈り物や特別の配慮等は職員の和を乱したりお子さんへの平等性を損なう

　おそれがありますし、福祉施設という性格上からもお受けしないということを

　かつら愛児園の方針としておりますのでルールとしてご理解、厳守頂きたく、

　お願い致します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かつら愛児園

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　園長　原田則子
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④　  入園の際の必要費用一覧表
入園時の教材・用品購入、必要費用のやり取りの円滑化をはかる為、必要費用については

事前説明会で　購入、支払いをお願いをしています。
※用品、教材等引き取り日は３月中頃です。２月の説明会後、入園が決まった方は

以下　①、②の費用を　それぞれ封筒に入れ、記入例にしたがい必要事項を記入の上、
園長へ手渡し して下さい。

①１．教材２．園児服、遊び着３．学費２ヵ月分を封筒に入れてお持ち下さい。
②園児服、遊び着
　もし２着購入する場合は、その旨を封筒に記入し、合計金額を計算して頂き
    封筒に入れてお持ち下さい。

1、教材

品名 価格
冬園児服　　　　　　　　　Ｓ～ＬＬ　５７００円

冬遊び着（スモッグ）　　　S ～ LL　２４６０円

合計 　８１６０円

２、園児服、冬遊び着（スモッグ） 品名 価格
冬園児服 ３L 　６９３０円

冬遊び着 ３L ２９００円

合計 ９８３０円

品名 価格
夏遊び着 S ～ LL ２３４０円

３．学費２ヵ月分（４．５月分）
１才パンジー　　４５０円×２ヵ月分＝９００円 ２才ばら　４５０円×２ヵ月分＝９００円 ３才ゆり　７, ９６０円×２ヶ月分＝１５, ９２０円

４才藤　８, ２８０円×２ヵ月分＝１６, ５６０円 ５才年長　　８, ２８０円×２ヵ月分＝１６, ５６０円

※上記の金額と必要な数の封筒をご用意下さい。
尚、申し込み用紙は封筒に入れないで下さい。

大きいサイズの方は値段が違います。

※３Ｌは２７９０円になります。

品名 ２歳（ばら組） ３歳（百合組） ４歳（藤組） ５歳(年長)

名札（遊び着） １３０円 １３０円 １３０円 １３０円

名札（制服） １３０円 １３０円

登録ナンバー手数料 １００円 １００円 １００円 １００円

クレヨン（１６色） ６６０円 ６６０円

自由画帳 ３００円 ３００円 ３００円 ３００円

ワークブック ４３０円

防災頭巾 １０００円 １０００円 １０００円 １０００円

氏名ゴム印 １６０円 １６０円 １６０円 １６０円

おはようブック ３１０円 ３１０円 ３１０円 ３１０円

ピアニカホース ４２０円 ４２０円 ４２０円

ハーモニカ（年少・年中：小さい物、年長：大きい物） １５５０円 １６５０円

合計 ２０００円 ２４２０円 ４７６０円 ５２９０円

１歳（パンジー）

１３０円

１３０円

１００円

６６０円

３００円

１０００円

１６０円

３１０円

４２０円

１５５０円

４７６０円
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３００円 ３００円 ３００円 ３００円

４１０円 ４３０円 ４３０円

３００円 ３００円

１５０円 １５０円 １５０円 １５０円

1ヶ月合計 ４５０円 ７９６０円 ８２８０円 ８２８０円

クラス

行事費

本代

◎園でかかる毎月の費用（学費について）
月額７，１００円（主食代２，６００円　副食代　４，５００円）食材費

★　毎年４・５月分は、現金にて頂いています。

ばら組
（2歳）

百合組
（3歳）

（１ヶ月分の学費の内訳）

横浜市へ納める保育料のほかに、園で実費としてかかる費用を学費としています。
毎月4月分と5月分は現金で頂き、6月分より口座引き落としで頂きます。
翌月分が前月１５日に引き落とされます。
１歳・２歳の方のみは保育料に主食代（給食管理費）が含まれている為、主食代はいりません。
３歳からは毎月、給食管理費７，１００円が必要になります。
積立金とは、卒園時に差し上げる、卒園アルバムの制作費の積立です。

藤組
（4歳）

年長
（5歳）

パンジーちゃん
（１歳）

３００円

７１００円 ７１００円

※口座引き落としが出来なかった場合は上記とは別途で手数料３００円かかります。

・スクールバス代は利用する方は一カ月３５００円です。

１５０円

４５０円

７１００円
給食管理費

（主食代＋副食代）

積立金

手数料

・年長女児は着物着付け料が必要です。
女児は年長時の学芸会で着物を着て日本舞踊に挑戦します。
着物は帯や足袋、小物、草履など、すべて一式　園にありますので、全員に無料でお貸しします。
しかし着物の着付けを、卒園生の保護者の方がボランティアで安価にてやってくださいますので、
その費用として４７００円（髪セットも希望する方は７０００円）が必要となります。

・延長保育に係る利用者負担

・横浜市園長保育料ガイドラインに基づく

◎その他、特別に費用がかかる保育のプログラムについて

・年中、年長クラスの水泳教室
水に慣れ、水の事故より命を守ることを目的に、スイミングスクールのプールに出かけ、スイミングのコーチ
の指導を受けます。
年中時　に一回行きます。１０００円が必要になります。
年長時　に三回行きます。３０００円が必要になります。

諸学費
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入園時のお願い
・重要事項説明書についての説明を受け、また確認しそれら等全体と下記について十分に理解し承知した
   ことを（別紙）同意・承諾書にて承認下さいますようお願いいたします。

　入園をされる前に　以上　園の保育方針、ルールについてよく理解、了承をお願い致します。　
　又入園前に必ず園長との個人面談をお受け下さい。
　入園の際には重要事項説明書全体についてと以下についての同意・承諾書を提出頂きますので
　お願い申し上げます。

１、年１回　日曜日に行われる運動会にお子さん、保護者共に参加にご協力下さい。

　　また、その際の火曜日の代休園についてご協力下さい。

２、学年末の１月の平日に行われる学芸会に、お子さん、保護者共に参加をお願いします。

３、学芸会などのプログラム類、ポスター、園ホームページに行事・発表会等の写真や動画が使われる

　　ことや外部にも配布・配信されるものに、お子さんの氏名、写真、動画等が掲載されることについて

　　ご承諾下さい。

４、秋の音楽会の際は開演前１０時に鎌倉芸術館までお子さんをお連れ頂きたくお願い致します。

５、設置法人のお寺の施餓鬼会の為、毎年８月９日は年長児以外お休みいただいていることを

　　ご承諾下さい。

　　年長クラスの方は、施餓鬼会にお寺の歌の会の皆さんと歌の発表で参加をお願いしていますので、

　　兄弟の方も通常保育となります。　（どうしても緊急で困る方はご相談下さい）

６、園にてかかる費用は毎月１５日までに翌月分をお支払い下さい。

７、また　口座自動引き落とし分については毎月、残高を確かめ１５日の引き落としが確実に

　　出来るようにして下さい。

　　・急な退園等の場合、既に頂いてしまった費用、引き落としがされてしまう翌月分等については、

　　　事務手続き上、返金はできませんのでご承諾下さい。

　　・自動引き落としが出来なかった場合は、現金にて速やかにお支払いをお願い致します。その際、

　　　手数料として３００円を頂くことになります。※学費内手数料とは別途になります。

８、園の方針、取り決めについては園長の決定に従って頂くことをご承諾下さい。

　　（例：学芸会の衣装は保護者の方の話し合いで、手作りをお願いします。　保育の方針など）

９、園の終了時間を守って頂けますようお願い致します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かつら愛児園　園長　原田則子


