平成３０年３月２３日 石原かがやきこども園 園長真嶋良幸
ご入園・ご進級おめでとうございます。平成３０年度より１年間お世話になります。平成３０年度の園の大きな目標として、「お友達や先生と一緒に遊びの体験を広げながら身
の回りの事へ興味や関心・活動への意欲をのばし、体験を通し就学への基礎づくり・思い出に残る園生活」を行っていきます。新しい環境になり少々戸惑ったり、寂しかったりする
事もあるとは思いますが、こども達の成長を見守り、喜び、園での生活を親子で楽しんでいだだきたいと思います。ご心配などありましたら職員、事務所、給食にご相談ください。
園に御意見などいただける場合は下記メール又はわくわくたんぽぽ前に設置してあります黒いポスト「なんでもご意見箱」に投函ください。
子ども一人一人が主役の園づくりを職員一同努力してまいりますので今年度も保護者の皆様のご支援、ご協力よろしくお願いします。 ３/３０（金）は全体職員会議の為１４：３
０降園、宜しくお願い致します。４月１日より完全に新クラスに移行しての保育を行いますので４月１日以降の細かなご連絡は下記新担任までお知らせください。
電

話

027-323-3919 （代表） 出欠席の連絡は「緊急メールシステム」 からお願いします

緊 急 電 話

070-5055-3919 （保護者からは災害緊急時のみお掛けください）

欠席・遅刻早退連絡 （当日朝９時３０分までの欠席・遅刻・早退等の連絡は「緊急メールシステム」から２４時間）朝は電話をかけないように！
ご意見等のメール

ikagayaki@yahoo.co.jp

平成３０年度職員紹介

４月 行事予定
1

日 休日保育

2

月 通常保育（進級クラス）

3

火

4

水

5

木

6

金 入園式・進級式

7

土 土曜保育

8
9

日 休日保育
月 慣らし保育（10：50）

10

火 慣らし保育（10：50）

11

水 慣らし保育（12：30）

12

木 慣らし保育（12：30）

13

金 通常保育（16：00 降園）

(欠席・遅刻等は受け付けていません)
入園・進級式のおしらせ

園長

真嶋良幸

副園長

真嶋典子

入園式は４，５月入園の新入園のみで行います。入園式終

教頭

鈴木 紀世乃

ばら

阿久津 緑

了後、進級式を行います。入園式は新入園児と保護者・在

主幹

堀込 由美

５歳

（リーダー教諭）

園児で行い、進級式は在園児と職員で行います。写真は入

教諭

田口智香子

山本 奈々（旧若松）

園式後、クラスごとに撮影いたします。

すずら

石田 絢沙

ひまわ

浦野恵梨

ん

芝 綾理沙

り

岡崎佳奈

４歳

田口智香子（副）

３歳

佐藤 佳子

わくわく

半田 彩香

うきうき

藤枝 理恵

たんぽぽ

轟

２歳

細谷 美郷

悦子

小池 絵里菜

１歳

松本 奈々

場所：

たんぽぽ

高瀬 真由美

たんぽぽ

白石 友美

３・４・５歳児は上履き

0.1 歳

中山 可奈子

０歳

原田 亜弓

車：

その他２名予定

持物：

新入園児保護者はスリッパ 靴入れ袋

臼田 智恵子

降園：

新入園児 写真撮影後解散

萩原

綾

16

月 体操教室ひ・す・ば

良

鈴木 紀世乃

広場

17

火 身体測定

青木 玲子

フリー

今井 幸子

18

水

水野 路子

早番

高橋 玲子

19

木 英語教室ひ・す・ば

柴田 泰子

休日

金井 美江子

給食

23

月 体操教室ひ・す・ば・

24

火

25

水

26

木 英語教室ひ・す・ば

27

金 スイミング・す・ば

28

土

中島 広子

補助

日 昭和の日 休日保育

30

月 振替休日 休日保育

(在園保護者の参加はありません）

登園時間

田中喜久江

神原 久恵

こども園の登園時間は朝９時です。欠席・遅刻する場合は

今井 隆子・外處 靖江（休日兼任）

必ず９時３０分まに緊急メールで連絡してください。朝の電話

・八木 哲也・天田 博孝

連絡は控えてください。登園してから朝の身支度に最初は
30 分程度かかります。お子さんの自立を促す為にもご協力

職員研修の為の休日について

予定しています。不便をおかけいたしますが、５月１９日（土）は完全
休園にいたします。ご理解、宜しくお願いいたします。

ください。就学までにお子さんと家族生活のリズムをつくりまし
ょう。登園時間はどのご家庭も承諾いただいた時間です。原
則、時間厳守で登園してください。

平成３０年度の変更点

変更前

土曜保育

29

新入園児は指定された駐車場へ

在園児： ４月６日は通常保育

重要事項説明でお知らせいたしましたが、職員スキルアップ研修を
月刊誌・誕生日会（白飯なし）

０，１歳 私服
２，３，４，５、歳は園服・名札着用

真嶋 典子

日 休日保育

服装：

８月開設予定

体調不

22

変更後

・土曜日保 開園時間：午前７時００分～午後４時００分

・土曜日保 開園時間：午前７時３０分～午後４時３０分

・クラス

・クラス

のびのびたんぽぽ組(１歳児)

・ひまわり組

スイミングは１月から授業開始

のびのび組(0.1 歳児)、うきうき組(1 歳児)

・ひまわり組 スイミングは中止（日程、時間調整不可の為）

・す・ばスイミング回数４０/年、代金 １８.０００円/年

・す・ばスイミング回数３４/年、代金 １５．３００円/年

・ぶんぶんぶん♪

・英語教室授業回数２４回/年

・英語教室授業回数２３回/年

・てのひらをたいように♪

・体育教室授業日数２４回/年

・体育教室授業日数２２回/年

冬の写真館
期間 4/7～7/7 まで
コード Ｔ８９２ＷＭ９Ｄ

・土曜日の保育参観 １，２月の土曜日に一斉

・指定した１ｗｅａｋで好きな日に自由に参観

・写真販売 ハッピースマイル社、るくみー社

・写真販売 るくみー社 のみになります

今月の歌

９：１０

すくすく

日 休日保育

土 土曜保育

新入園児集合時間

並木 希実

15

21

遊戯室

在園児は通常保育の時間に登園してください。

金井 奈津希

一時保

金 スイミング・す・ば

１０：３０～
平成３０年４月６日（金） 午前９時２０開式～

のびのび

土 土曜保育

20

～写真撮影～

たんぽぽ

梅山 幸乃

９：２０～

二部・進級式（全園児）進級園児は通常保育

日時：

堀込 由美（副）

14

一部・ 新入園児、入園式

※正課授業は職員の効率があがり、同じようにクラス運営しながら、時間を減らした分遊びの時間に変更する予定です。

スイミングスクールについて
「スイミング」は、ばら・すずらんぐみ年/３４回、４月より行いま
す。今年度よりひまわりは行いません。進級テストは１２月頃
の予定です。費用はばら・すずらんは年/７６５０円（保育料と
一緒に引き落とし）基本的には 1 年の契約でお休みしても年
額費用は掛かります。入院や長期のお休みなどの場合は事
務所に連絡ください。

服装について
４月～５月、１１月～３月は、わくわく、ひまわり、すずらん、ばらぐみは名札をつけて必
ず園服で登園してください。登園後に遊び着に着替えますので毎日１着 ひまわり、す
ずらん、ばらぐみはハンカチを遊び着のポケットに入れて持ってきてください。（２歳児わ
くわくたんぽぽはハンカチはいりません。）

上記以外の夏期は半袖シャツや半ズボン

等自由な服装で登園してください。ジャージでの登園も OK です。

避難訓練のお知らせ

体操教室について
「体操教室」は、ばら・すずらん・ひまわり共に２２回/年、費用
はこども園負の担です。

避難訓練の日程を行事予定表に記載しない事としております。避難訓練を
告知せずに実際の災害さながらの訓練に近づけ、園児の安全確保、職員の
的確な動きを把握しこれを基に適切に改善していきたいと思いますので、ご
協力宜しくお願い致します。

英語教室について
ECC ジュニアによる英語教室を行います。ひまわり、すずら
ん、ばらの３クラスで木曜日、２３回/年の授業です。３月に修
了証の授与があります。費用はこども園の負担です。

保育料について
保育料の徴収は園からの直接徴収です。登録してある口座に請求額をご入
金お願い致します。手続きが完了していない方、引き落としが出来なかった
方は後日、振り込み又はカード等での徴収になります。銀行振り込み手数
料、カード等の決済手数料は保護者負担です。必ず振替日前日までに入金
してください。

時間外超過料金（１９時以降の保育料）について
下記時間を過ぎますと時間により下記超過料金が発生致します。支払につき
ましては原則都度払いになりますので代金ご用意の上お迎えお願い致しま
す。時間はわくわくたんぽぽ組の前にあるデジタル時計を基準にします。保護
者の方がお迎えの為時計前の入り口に到着した時間で判断することといたし
ます。この場合は１９時以降の上記延長保育料はかかりません。
19：00～19：09

５００円

19：10～19：14

１００円

19：15～19：19

１００円

19：20～19：24

１００円

以下の時間も５分に付１００円徴収させて頂きます。

土曜保育（毎週の申込用紙が 1 号と２，３号が別になります。）
土曜保育を希望される方は「時間外保育」の申請を園に提出（変更があればその都
度）し、毎週利用日ごとに「土曜保育申込書」を利用土曜日の前日正午までわくわく
前のポストに入れて名簿に名前を記入し確認サインを後日職員が押しますのでご確
認いただいて完了となります。 ５月１９日は完全休園になります。
電話での申し込みはできません。土曜保育は仕事等により保育が必要な方のみ利用
できます。（ご夫婦両方の勤務が必要になります。）

休日保育（市内園に通う２・３号園児すべて対象）
休日保育は就労証明書にて、ご両親の休日就労が証明できて、市役所の休日保育
認定の認められた方が利用できるサービスです。当園では、別途「時間外保育」の申
請もお願いしております。 定員は休日に出勤する職員が２名の為、利用園児の年齢
により７人程度の人数を予定しています。尚、当園の休日保育は、給食の提供がない

保育園と保護者の連絡について

為、午前・午後のおやつ、ミルク、お弁当を毎回持参していただく事になります。予約

保護者からの通常の園への連絡は代表 027-323-3919 までお

はインターネット予約になり、先着順になります。すべての都合に合わせられないと思

願いします。園からの連絡は 070-5055-3919（副回線ＰＨＳ）よ

いますので、市内４園の休日保育も併せてご利用ください。 石原かがやきこども園で

り電話が入ります。登録お願いします。災害等で避難場所に避

は ８：００～１６：００（無料）１６：００～１７：００（３０分３００円実費）の時間帯が利用で

難する場合は（副回線ＰＨＳ）を持ち出す予定ですが、災害の状

きます。実費料金は４園共通料金です。１月１日は原則お休みです。（予約は園ホー

況により電波塔の電源供給がストップし電波の状況が悪くつなが

ムページからお願いします。）

らない場合もありますのでご理解ください。全利用者の方に代表
番号、副回線ＰＨＳ、を登録お願いします。又、連絡網は作成致
しません。緊急の連絡にはメールシステムを利用いたしますので
登録を必ずしてください。当日朝９時までの欠席・遅刻・早退の

主食（白ごはん）について
給食の白ごはん（３歳以上児のみ）のごはん忘れの場合は取りに帰っていた
だくか園のごはんを購入していただく事になります。購入の場合は１食１００
円です。請求は保育料と一緒に請求致します。

連絡もメールシステムよりお願い致します。園児一人に付１ＩＤ、３
アドレスなので携帯、職場パソコン等の登録お願します。クラスの

体調不良児保育について つくしんぼ室

おたよりもメールしますので兄弟は別々に登録をしてください。メ

連絡は３７．８度です。保護者が迎えが来るまでの利用ですので３時間以内

ールの出来る環境にない人は個別に電話をかけてお知らせいた

は無料、以降１時間単位で３５０円です。料金は月末精算していただきま

しますので必ず４月中に連絡ください。

す。利用になる場合は職員より一度保護者に様子・ご了承の連絡を入れさ

初期登録

ishihara@mobile-mail.jp
を空メール送信
登降園時の挨拶について

せていただきます。
写真の販売について
インターネットによる販売です。申し込み方法は販売会社のご案内を配布

時間を問わず降園の時はお子さんの手と職員の手で握手をして『○○くん（ち

致しますのでご確認の上不明な点があれば事務所までお申し出ください。ク

ゃん）さようなら・●●先生さようなら』の言葉を交わしてから降園をいたしま

レジットカード払い（手数料無料）、コンビニエンス支払は（別途手数料 200

す。きちんと降園の挨拶ができるまで何度もすることとしますので保護者の方

円）がかかります。いずれも自宅までの送料は販売枚数５枚から無料です。

もご協力お願い致します。朝の挨拶は今までの通り「おはようございます」で

販売期間は各、約３週間です。期間が過ぎた場合は再延長は致しません。

す。こちらも職員や他保護者・お友達に挨拶できるよう園でも指導していきま

年度最後に、全部の写真をまとめて掲載いたします。業者カメラマンが撮影

すのでご家庭でもお子さんにお話し下さい。宜しくお願い致します。（お父さん・

した写真は通常より高額になります。購入前に必ずご確認ください。

お母さんが子どもたちのお手本になって日々挨拶してください）

