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●●●ごあいさつ●●● 

当学校法人さくら学園は昭和２６年に創設され、長いこと「真の幼児教育とは何か」「子どもの育ちにとってより

よい環境とはどうあるべきか」を、実践を通しながら考えてまいりました。そして昭和４５年以降、モンテッソー

リ教育を土台とした幼児教育を行っております。 

平成１９年には県内初の幼稚園型認定こども園となり、０歳からの一貫した保育・教育を続けてまいりました。 

現在は平成 25 年度から幼保連携型の認定こども園へと移行しましたが、本来の認定こども園の担う役割・あるべ

き姿を模索しながら、幼保の分け隔てなく一体感を持ち、子どもたちが安心してのびのびと生活できる環境を整え、

異年齢のかかわりを大切にしながら生活しています。豊かな人間性を持ち、瞳を輝かせて生きる人間（こども）に

なってほしいと願って、幼児期にこそ必要な教育・保育をしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●●●教育理念●●● 

「瞳を輝かせて生きる人間（こども）に ～生きることの喜びをおぼえるこども園～」 

モンテッソーリ教育を主体としながら、子どもの学びを真摯にとらえ、一人ひとりの成長発達をよりよい方法で

促していきます。 

 

●●●教育・保育目標●●● 

 ● 健康な身体を育て、基本的生活習慣を身につけます ～自分の手と足で体験します～ 

 ● 自立心と協調性、社会性を身につけます ～愛されることで愛する喜びを感じます～ 

 ● 自分の周りを見つめる力を身につけます ～自分の体を使って感じ取ります～ 

 ● 豊かな感性と心を身につけます ～自分の頭で考えて自分の言葉で表現します～ 

 ● 幼児期に相応しい知的発達を促し、表現力を身につけます ～自分を表現する喜びを感じます～ 

 

●●●クラス編成とクラス名●●● 

 年齢／クラス名／定員                  利用定員 160 名 認可定員 1６0 名 

0 歳児  たんぽぽ組  3 号１0 名 3 歳児 ゆり組 1 号２６名・2 号１２名 

1 歳児 もも組 3 号１2 名 4 歳児 かえで組 1 号２６名・2 号１２名 

2 歳児 すみれ組  3 号１２名・1 号１２名 5 歳児 しおん組 1 号２６名・2 号１２名 
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●●●年間行事予定●●● 

4

月 

・入園進級式 

・クラス懇談会 

・役員会 

8

月 

・夏休み 

・始業 

 

12

月 

・フラワーアレンジメント 

・クリスマス会 

・手形取り(しおん)・冬休み 

5

月 

・内科・眼科検診 

・歯科・耳鼻科検診 

・調理実習 ・ばらの会 

9

月 

・1 号認定園児募集 

・運動会 
1

月 

・始業 ・新年会 

・お書初め 

・ハンバーグランチ 

6

月 

・父の日保育参観 

・オープン保育 

・プール、お昼寝開始 

10

月 

・遠足 

・親子遠足 

・フリー保育参観 

2

月 

・フリー保育参観 

・お豆まき 

 

7

月 

・公開保育 

・お泊り保育 

・夏休み 

11

月 

・さくら会 

・調理実習 

・2.3 号認定４月入園園児

募集 

3

月 

・生活発表会 

・フラワーアレンジメント 

・卒園修了式 

 

●保護者の皆さまにご参加いただく主な行事は下記の通りです。 

  ・入園進級式(新入園児のみ) ・クラス懇談会 ・ばらの会   ・父の日保育参観 ・運動会  

・遠足（すみれ、ゆりのみ）  ・さくら会   ・クリスマス会 ・生活発表会   ・卒園修了式 

※その他詳しい行事予定は別配布のお手紙をご確認ください。 

●協力保育日について 

２・３号認定の方も含め全園児対象に、預かり保育を利用せずにお迎えあるいはお休みをお願いする「協力保育日」

を設定させていただきます。例年、協力をお願いする日程は以下の通りです。その年度の詳細は１日当園に配布す

るお手紙でご確認ください。皆様のご協力をお願い致します。 

 

行事等の後、午後の保育のお休みをお願いする日 

６月  父の日保育参観  全園児保育参観終了後お帰り 

７月  お泊り保育    １日目：たんぽぽ・もも・すみれ・ゆり組はＰＭ４時までのお預かり 

              ２日目：たんぽぽ・もも・すみれ・ゆり組は土曜保育利用不可 

                 かえで・しおん組はお泊り保育終了後お帰り 

９月  運動会      全園児運動会終了後お帰り 

１０月  遠足       すみれ・ゆり・かえで・しおん組は遠足終了後お帰り 

１１月  さくら会     全園児さくら会終了後お帰り 

１２月  クリスマス会   全園児クリスマス会終了後お帰り 

 １月  新年会      全園児新年会終了後お帰り 

 ２月  生活発表会    全園児生活発表会終了後お帰り 

 ３月  卒園修了式    全園児卒園修了式後お帰り 

              たんぽぽ・もも組土曜保育利用不可 

     １日登園     全園児午前保育終了後お帰り 

 

全日お休みをお願いする日 

 ８月  夏季休園日    全園児全日休園 
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●●●平成２８年度園児募集要項●●● 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

●申込書配布  ９月１日（火）から（９時～１５時まで） 

配布順に面接時間を指定させていただ 

きます。  

●願書受付  ９月８日（火）から面接日    

入園願書に入園手続準備費５ ,０００円を

添えてご持参の上、決められた時間にお子

様と保護者ご一緒に面接試験を受けてく

ださい。募集枠を超えて希望者があった場

合には、面接のうえ入園を決めさせていた

だきます。 

大切なお子さまをお預かり致しますので 

保護者の皆様とよく理解し合い、入園の 

指針とさせていただきます。 

●発 表  入園許可証をお渡しいたします。 

●手続き   入園を許可された方は施設充実管理費を納 

めて、母子手帳をご持参の上、手続きを 

９月１５日火曜日の９時３０分～正午まで 

に済ませて下さい。 

●納入金  施設充実管理費 ３６，０００円 

（２８年度分） 

●保育料 宇都宮市の算定基準による。 

栃木銀行本店より自動引落としとなります。 

引き落とし手数料１０円              

※８月分の保育料は７月に引き落としとなります。 

●年間必要経費    

施設充実管理費 36,000円 （年額） 

教育特別費 2,000円（月額）       

     PTA会費 10,000円（参考2７年度 年額） 

その他実費    

●休園日 土・日・祝日 春夏冬休み  

●保育時間 ９：００～１４：００ 

●預かり保育 就労に関係なく、早朝・降園後・長期休み 

期間中の預かり保育を実施しています。 

 

1 号認定子ども 

●入園資格 

 保育を必要とする児が対象。（就労・出産・疾病・同居人の

介護・災害・求職・就学等のため、保護者が日中保育にあ

たれない場合） 

 

●募集人数  

 定員に空きがあり、職員に余裕がある場合にのみ 

入園可能となります。 

 

●申込書配布 平成 2７年 11 月以降 

 

●受付    随時 園を通して市役所に提出します 

       必ず一度ご見学のうえ、入園の希望をお出 

し下さい。 

 

●手続き   宇都宮市による保育の必要性の有無の決定 

後、本園より面接の案内・入園通知等の連 

絡をいたします。 

 

●保育料 宇都宮市の算定基準による。 

栃木銀行本店より自動引落としとなります。 

引き落とし手数料１０円              

●年間必要経費    

    入園手続準備費  5,000円  

施設充実管理費 36,000円 （年額） 

教育特別費 2,000円（年少３歳児以上 月額）

    PTA会費 10,000円（参考2７年度 年額） 

その他実費    

●休園日  日・祝日 年末年始 

      土曜日・お盆休みの利用は、両親そろっての 

就労証明が必要になります。 

●保育時間 ７：００～１８：００ 

●延長保育 １８：００～１９：００ 

●延長保育 １８：００～１９：００（1 回 200 円） 

 

2 号 3 号認定子ども 

３ 



●●●こども園の一日●●● 

 短時間保育 長時間保育 長時間保育 

満 3歳～５歳児 ３～５歳 ０～２歳児 

７：００ 早朝保育（有料） 登園開始 

８：３０ 

 ～ 

９：００ 

登園開始       ～元気に登園・健康チェック～ 

朝の身支度が終わった子から室内外で自由遊び 

犬バス・さくらバスも到着 

９：３０ みんなで朝の体操 

各クラスの保育・オープン保育がスタート ～きょうは何をするのかな～ 

１１：３０ 待ちに待ったお弁当 orお給食 

１２：２０ 昼食後も引き続き、各クラス保育 ～まだまだ遊ぶぞ～ 午睡 

 

（月齢に応じて１日の中

で適宜午睡をします） 

 

 

起床 

１３：２０ 身支度～お帰りの会 

１４：００ 降園 

預かり保育での延長も 

可能です（有料） 

私服にお着替え 

～おやつを作ったり、お散歩

に行ったり、楽しいことが 

まだまだいっぱい～ 

各自に合わせて午睡も。 

１５：００ おやつ 

 室内外で自由遊び 

～異年齢のお友達と関わり合いながらゆったりとした時間を過ごします～ 

１７：００ 順次降園 

１８：００ 延長保育（１８：００～１９：００ 有料） 

１９：００ 最終降園 

 

●●●制服について●●● 

  ● たんぽぽ組・もも組・すみれ組は、毎日私服で登園しますが、もも組から園指定のお帽子、おカバンを 

使用いたします。      

  ● ゆり組・かえで組・しおん組は、春・夏・冬休み、代休の日以外は、毎日制服で登園します。 
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●入園前のご準備●  

・遊び着（スモック）  後合わせの部分にある名票に名前をひらがなで記入して下さい。 

※遊び着は、毎週水曜日・金曜日にお持ち帰り致します。 

・制服、制帽、その他  氏名を記入して下さい。ソックスの底にも必ず名前を書いて下さい。 

・運動靴        男児：青又は黒無地  

              女児：赤又は黒無地   

※自分で脱ぎ履き出来るもので、キャラクター・華美な装飾のものは禁止です。 

（満 3 歳以下のお子様に関しては、特に指定はありませんので、履きやすいもの 

をご用意ください。） 

・上履き        バレーシューズ：白無地 

※つま先とかかとの２か所に氏名を記入してください。つま

先には必ずフルネームをひらがなでご記入下さい。上履き

入れに入れてお持ちいただき、毎週金曜日にお持ち帰り致

します。 

●新入児の注意事項● 

１・身支度は一人で出来るように励ましながら練習して下さい。 

２・女児のスカートの吊り紐は、身長に合わせてとじてください。 

３・園からの連絡は手紙にしておたよりノートにはさみますので、毎日ご覧下さい。 

４・女児で髪の毛をしばる方は、紺・茶・黒の目立たないゴムを使用して下さい。 

ヘアピンは怪我の原因となりますので使用しないで下さい。 

   ５．緊急時、非常災害時に備える為、全ての持ち物には保護者の方が正確に記名して下さい。 

●●●持ち物について●●● 

 ●カバン        

ファスナーを開け内側に名前を記入し、外側の氏名入れにも厚紙に名前を書いて入れて下さい。 

（紐は身長に合わせてボタン等で調節して下さい） 

※キーホルダーやお守り等は付けないで下さい。 

 

●ハンカチ  

白無地：氏名を記入して下さい。ガーゼ素材でも大丈夫です。 

 

●はながみ       

白無地：箱ティッシュのものをたたんで入れるか、袋から出してポケットに入れるようにして下さい。 

※ハンカチ・はながみは、制服・遊び着のポケットにも入れて下さい。尚、カバンの中にも予備として、「ハ

ンカチ入れ」にハンカチ、たたんだティッシュを入れ、お持たせください。 

 

●おてふきタオル    

園指定のものに名前を記入してお持たせ下さい。毎日持ち帰るので、翌日洗濯してお持たせ下さい。 

 

●クッション      

園指定のものに名前を記入してお持たせ下さい。 

 

 ５ 

 つま先 

 
かかと 



●●●ボール・なわとびについて●●● 

  すみれ組以上で新入園児の方は、ボール・なわとびを園にて一括購入いたします。ボール・なわとび共、 

幼稚園セットに入っている「ボール・なわとび入れ」の袋の入れ、常時園に置いておき、保育で使用します。 

 油性のペンで氏名を記入し、お持たせください。尚、代金については、集金袋にて集めさせて頂きます。 

 

●なわとびの調節のついて● 

 ・なわとびの柄の部分に氏名を記入し、氏名が消えないように、上からテープを巻いてください。 

 ・お子様が縄の中心に両足でのり、縄の両端の柄の部分が肩の所までくる長さが、大体の目安です。 

 ・身長が伸びることを考慮したうえで長さを調整していただき、余った縄を切ってしまうと身長が伸びた際 

長さがたりなくなってしまいますので、切らずに結んで柄の中に収めておいてください。 

 

●記入の方法● 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●●●お布団について●●●  

●１号認定の方● 

   ６月下旬よりプール遊びが始まります。併せて子ども達の 

体力を考え、すべての学年においてお昼寝を実施いたします 

ので、６月中旬までにご準備をお願いいたします。 

   

 ●２号・３号認定の方● 

   ４月１日よりお昼寝の際にお布団を使用いたしますので、 

それまでにご準備をお願いいたします。毎週末にお持ち帰 

りをしますので、ご家庭で必要に応じて洗濯や布団干しを 

行って、月曜日の登園時にお持ちください。 

※作り方の詳細は別紙をご確認ください 

 
６ 

ボールのお名前は縦におおきく！ 

クラス名は必要ありません。 

幼稚園セットに入っている「ボー

ル・縄跳び入れ」に入れてね！ 

縄跳びのお名前は消えやすいので 

上から透明のテープで保護してね。 

 クラスとお名前 

 



●●●お給食・お弁当について●●● 

  当園では、全員給食の日、希望給食の日、全員お弁当の日を設けています。 

●１号認定の方● 

月曜日・木曜日は希望の方にお給食をお出しします。 

火曜日・水曜日はお弁当になります。 

金曜日は全員お給食となりますので、お給食の日の持ち物をご用意 

願います。 

 

●２号・３号認定の方● 

基本的に毎日お給食となりますが、月に一度全員お弁当の日を 

設けておりますので、毎月配布する献立表、もしくはカリキュラム 

でその月のお弁当の日を確認して頂き、お忘れ物のないようご用意 

願います。 

    

●事前に用意して頂くもの● 

・お弁当箱…アルマイトのもので適当な大きさのものにして下さい。 

（冬になりますと暖飯器に入れて暖めます。） 

お弁当箱には２cm 巾のゴムバンドをかけて下さい。 

・お箸入れ…開けやすいもので、自分で操作出来る形でお箸のみが 

入るデザインのものをご用意下さい。 

        （満 3 歳以下のお子様に関しては、スプーン、フォーク、 

お箸が一体になっている三点セットをご用意ください。 

発達に応じて使います。） 

・コップ…プラスチックのコップを、コップ入れに入れて使用します。 

  

●お給食の日の持ち物● 

１．コップ入れにコップを入れ、お持たせください。 

 

●お弁当の日の持ち物● 

１．お箸・スプーン・フォークについて 

たんぽぽ・もも・すみれ組 … お子様の発達に合わせてご用意ください。 

ゆり・かえで・しおん組  … お箸入れは開けやすく、お子様が操作できるものをご用意ください。 

                   フォークやスプーンは基本的に持たせずに、お箸のみにしてください。 

２．お弁当袋及びナフキンは幼稚園指定の大きさのものをご用意下さい。 

３．ナフキンはたたんで入れてください。また、衛生上その都度清潔なものをお持たせ下さい。 

４．お弁当箱について…冬季は暖飯器に入れて温めますのでアルマイトのものをご用意下さい。またお弁当箱

には２ｃｍ幅のゴムの輪をかけてください。（ハンカチや紙には包まずにそのままお弁当袋に入れてくだ

さい。）冬季以外は普通のお弁当箱で結構です。 

５．食事の量はお子様に合った程度にしていただき、入れすぎないようにお願い致します。はじめのうちは特

に普段の食事のものをお詰め下さい。 

６．果物は食べやすい状態にしてお持たせください。（皮をむく等工夫なさってください） 

７．キャラ弁など華美にしていただく必要はありません。お子様が好んで食べやすいもの・食べきれる量を 

考えて作ってくださるだけで、子どもたちはおうちの方たちの愛情をしっかりと感じ取ります。どんなお

弁当がいいのか一緒に考えるなど、お弁当を通して会話を楽しんでくださいね。 ７ 

３～４歳用 お弁当セット 

４～５歳用 お弁当セット 

 
かえで組の途中からひも付き

のお弁当袋になるよ 

 

 コップ入れ 

 

 
コップ 

  お弁当袋 

 

 
お箸＆ケース 

 

 
アルマイトの 

お弁当箱＆ゴム 

 

 
３点セットの 

お箸入れ 

 



 

●●●食物アレルギー・対応食について●●● 

  年齢にかかわらず、年度当初にアレルギーの有無についてアンケートを行います。 

 

●食物アレルギーのない方● 

給食・調理実習とも普通食をご用意させていただきます。 

 

●食物アレルギーのある方● 

  年度当初に、病院で処方されるアレルギー指示書と、園指定のアレルギー食品についての書類に、かかり

つけのお医者様と一緒にアレルギーの有無を記入していただき、指示書と併せてお持ちください。又、同意

書の提出をお願い致します。アレルギー対応食をご用意させていただきます。 

  また、年齢に応じて食べられる食品も増えてくると思いますので、変更の際はその都度お知らせ願います。 

 

 ●その他● 

・希望給食について月曜日が祝日や代休などでお休みの場合は、週明け初日の火曜日などに振り替えます。 

・給食費は、ひと月ごとに集金袋にて集めさせて頂きます。前月の２０日前後に集金袋を出しますので、希望

給食の有無をご記入の上、該当金額を入れてご提出下さい。なお、基本給食・希望給食ともに、欠席した場

合の返金は致しかねますのでご了承下さい。 

 

●●●送迎でのお願い・注意点●●● 

ご家庭で送り迎えをなさるかたは 8 時 30 分から 9 時 00 分までに登園して下さい。 

門の前に車を駐車して送迎されますと非常に危険ですので、送迎時はどなたも砂利の駐車場に車を駐車してか

ら、お子様と手をつないで送迎なさって下さい。 

＊欠席の時は 8 時 30 分から 9 時の間にご連絡下さい。 

＊お迎えは降園時間5分前に門前でお待ち下さい。砂利の駐車場に全車前向き・奥より順番に詰めてください。 

 Ｐ．１０の駐車場についての図、「砂利駐車場①」をご確認ください。 

 

●●●バス通園について●●● 

スクールバスをご利用の方は一日登園の際に、別紙にて時間の確認をして頂き、利用の有無を一日登園の

講話終了後に最終確認させていただきます。 

その日の交通事情により幾分かの時間差がでると思われますのでご了承のうえ、到着予定時刻の 5 分前に

は停留所でお待ち下さい。 

※欠席の時、急遽朝のみ送迎となった時は、7 時０5 分から 7 時 15 分の間に、幼稚園までご連絡下さい。 

尚、しばらく運行してから時刻の変更があるかもしれません。その際にはご連絡いたします。 

●バス利用について● 

  原則として、利用者は年間を通してのご利用になります。年度の切り替え時に新たなバスコースを決定 

いたしますので希望者は期日までにお申し出ください。期日を過ぎた場合は、ご希望に添いかねる場合も 

ありますのでご注意ください。 

    年度の途中でのお申し込みは、バスコースが決定していることからすべての希望に添えるとは限りませ 

ん。コース変更の希望をされる場合にも同様ですので、全てにおいてご相談いただいた上で決定させて頂 

きます。 

 ８
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●バスナビシステムについて● 

「バス運行状況」をお知らせするシステムにつきまして、各自別紙の手順をご覧いただき、ご利用下さい。

インターネットに接続できる携帯電話およびパソコンより接続可能となります。なお、携帯電話においては

docomo・au・Softbank・iPhone にて動作確認済みですが、万が一上手く表示されない場合は園までご

一報下さい。※別紙参照 

 

●●●危機管理について●●● 

施設充実管理費の一部を、一斉メールシステムの配備費用、AED のパッドおよびバッテリーの交換費用、

消火器の購入および災害時備蓄品の購入費用に充てさせていただきます。 

 ・一斉メール送信システム 

   災害等の緊急時の連絡手段として、一斉メール送信システムを導入しております。（登録方法は別紙参照） 

  ・AED 常備 

   お子様の万一の事態に備え AED を常備し、職員は使用方法の研修を受けております。 

  ・避難消火訓練の実施 

   月１回、災害等に備えた避難訓練を行っております。 

 

●●●駐車場について●●● 

駐車場の利用につきまして、各自下記をご確認いただき、ご利用ください。 

１．行事の際・送迎の際も必ず駐車券を車内の見えるところにご提示ください。 

２．送り迎えの方は砂利駐車場をご利用ください。 

朝の送迎ですぐに帰宅される方は、a/b/c/d を優先にお使いください。９時１０分まではバスの駐車場所も

ご利用いただけます。（奥に停めてしまいますと係の方が順次停められなくなります） 

３．降園の際のお迎えや全保護者が集まる行事等は全車両前向き・奥より順に詰めて駐車してください。 

Ｐ．１０「砂利駐車場①」をご確認ください。 

４．お煎茶・幼稚園セット・誕生会・クッキー焼き・調理実習でお越しになる方は、Ｐ．１０「砂利駐車場②」

をご確認ください。 

６．その都度指示が出る場合がございますので、その際は各自、指示に従ってくださいますようお願いいたしま

す。尚、地下駐車場は原則職員及び来客専用となりますので、保護者の方のご利用はご遠慮ください。 

７．園駐車場（砂利・戸祭ホール全てにおいて）では、長居せず、決して遊んだりしないようお気を付けくださ

い。  

 

●行事の際の駐車場● 

 

  ・２８年度より全体行事の際の駐車場が変更になります。栃の葉戸祭ホールの駐車場をお借りし、バスにて送

迎させて頂きます。 

・行事によって使用する駐車場が異なりますので、行事前に配布されるお手紙で詳細をご確認ください。 

尚、誘導の係りの指示には必ず従って頂けますようご協力をお願い致します。いかなる場合も、駐車場内に

おける事故の責任は負いませんのでご了承下さい。 

・下に弟妹がいる方は、下のお子さんのクラスに合わせ、お停め下さい。 

   

   ※必ず駐車券を見える所に提示して下さい。 
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                                １，２，３の順で空いているところを 

                                  埋めていってください。 

                                  abcdは送迎の方優先です 

 

 

 

 

 

※栃の葉戸祭ホール  〒３２０－００１５  宇都宮市八幡台１－２８   

Tel ０２８－６５０－５１６６ 
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●●●薬の与薬●●● 

  当園では、与薬の安全確保を目的とし、保育中に与薬が必要なお子様には、お薬と一緒に「与薬依頼書」を

ご提出頂いております。 

本来、お子様への与薬は保護者の責任のもとに行われることが原則となっております。主治医からお薬（風

邪薬・整腸剤等）を処方される際には、できるだけ保育中の服用を減らせるよう医師にご相談の上、ご対応頂

けますようお願い致します。 

但し、アレルギー疾患、慢性疾患等、医師の指示で保育中の与薬が必要なお子様に関しましては、これまで

同様「与薬依頼書」と共にお薬をお預かり致します。また、下記の注意事項を厳守して頂きますようご理解と

ご協力の程宜しくお願い申し上げます。 

 

●注意事項● 

１．医師の指示で保育中の与薬が必要となる場合は、園指定の「与薬依頼書」に必要事項を記載の上、お薬

と一緒にご提出下さい。 

２．お薬は医師から処方されたものに限ります。 

３．原則として１回分を持参して下さい。長期間継続して服用が必要な薬に関しては必ず園に相談下さい。 

４．シロップ等の水薬は１回分を取り分けてお持ちください。 

５．お薬を入れた容器・袋には必ず与薬日とお子様のお名前を記入して下さい。 

６．解熱剤・座薬・鎮痛剤等、症状を判断して使用するお薬はお子様の安全の為お預かり出来ません。 

（熱性けいれん等の既往があるお子様に関しましては園にご相談下さい。） 

７．安全管理の為、薬剤情報提供書の写し、又はお薬手帳の写しを添付してご提出下さい。 

８．お子様の具合が悪くなった場合にはすぐにご連絡いたしますので、緊急連絡先の記入もれがないようお

願いします。与薬依頼書の記入もれがあった場合は与薬を行う事は出来ませんのでご注意ください。 

     ※与薬依頼書・・・一日登園時配布（コピーしてお使いください） 

 

●●●治癒証明書・登園許可書●●● 

   お子様が感染症にかかった場合、周囲へ感染する可能性がある期間は登園停止とさせていただいております。

これは、学校保健法に基づき、園内での集団発生防止と、お子様の十分な健康回復を図るためです。 

   再当園につきましては、医師から集団生活に支障がない旨の診断を受けられ、第 2 種法定伝染病は医師発行

の治癒証明書を、第 3 種法定伝染病は園指定の登園許可書を医師に記入していただいてからの登園をお願い致

します。 

   なお、登園許可書につきましては、第三種法定伝染病へ感染した場合以外でも、季節的に感染が拡大する（イ

ンフルエンザ等）と思われる場合、感染の疑いがある場合には、こちらから登園許可書の持参をお願いするこ

ともございますので、ご理解、ご協力をお願いいたします。 

●第二種法定伝染病に関しては、登園停止期間は欠席扱いになりません。必ず医師の治癒証明をお持ちになって

登園してください。 

●第三種法定伝染病にかかった場合は、登園許可書を医師に記入していただいてからの登園となります。同じよ

うに、必ず登園許可書をお持ちになって、登園してください。 

●登園後、お子様に下記の感染症が疑われる症状がみられた場合、保護者にご連絡のうえ、お迎えに来ていただ

きます。（お迎えに来られるまでの間、二次感染を防ぐため病後児保育室にて預からせていただきます。） 
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症状によっては、医師の診断を受けていただき、登園許可書をお持ちになって登園していただく旨をお願いす

ることがございます。ご理解とご協力をお願いいたします。 

   ※登園許可書・・・一日登園時配布（コピーしてお使いください） 

  また、第二種もしくは第三種法定伝染病と診断を受けた際には、診断が出た時点で診断結果を園にご報告 

ください。 

 

●医師の許可があるまで登園停止となる感染症 

 感染症名 登園停止期間 

   

第 

二

種

法

定

伝

染

病 

インフルエンザ 発症後 5 日を経過し、かつ、解熱した後 3 日を経過するまで 

百日咳 特有の咳が消失するまで、または 5 日間の適正な抗菌性物質製剤による 

治療が終了するまで 

麻疹 解熱後、3 日を経過するまで 

流行性耳下腺炎 

（おたふくかぜ） 

耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した後 5 日を経過し、 

全身状態が良好になるまで 

風疹（三日はしか） 発疹が消失するまで 

水痘（水ぼうそう） 全ての発疹が痂皮化（かさぶた）になるまで 

 

咽頭結膜熱（プール熱） 

（アデノウイルス） 

主要症状が消退した後、2 日を経過するまで 

 

結核 

腸管出血性大腸菌感染症 

症状により、医師において感染の恐れがないと認められるまで 

流行性角結膜炎 

急性出血性結膜炎 

眼症状が改善し、医師により感染の恐れがないと認められるまで 

 

 感染症名 登園可能の目安 

    

第

三

種

法

定

伝

染

病 

手足口病 

ヘルパンギーナ 

解熱後 1 日以上経過し、発疹がなく、普段通りの食事ができること 

伝染性紅斑（りんご病） 発疹のみで、全身状態が良好であること 

溶連菌感染症 適切な抗生剤治療後 24 時間を経て、解熱し、全身状態が良好であること 

感染性胃腸炎（ロタウィル

ス・ノロウィルスを含む） 

下痢・嘔吐の症状が治まり、普段通りの食事ができて、全身状態が良好で

あること 

マイコプラズマ肺炎 感染力の強い急性期が終わった後、症状が改善し、発熱や激しい咳が治ま

っていること 

ウイルス性肝炎 主要症状が消失し、肝機能が正常化していること 

RS 感染症 重篤な呼吸器症状が消失し、肝機能が正常化していること 

伝染性膿痂疹（とびひ） 皮疹が乾燥しているか、または湿潤部位が被覆できる程度のものであるこ

と 

伝染性軟属腫（水いぼ） 掻き壊して傷から浸出液が出ているときは被覆すること 

頭ジラミ 駆除を開始していること 
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●●●けが・事故・病気への対応●●● 

   ●万が一、保育時間内で事故及び、急病、園内では対処しかねる怪我等が起きた際には、園にて応急処置を施

したのち、緊急連絡カードの記載先に連絡致します。 

  ●やむを得ない事情によりお迎えが難しい場合や早急な処置を要すると園が判断した場合は、かかりつけ医、

もしくは園指定の園医に搬送致します。（お子様の状態によっては救急車を要請する場合もあります。） 

搬送中の事故につきましては責任を負いかねますので、予めご了承下さい。 

●受診の際、保険証・子ども医療費受給者証が必要となりますので、緊急連絡カードには、確実に連絡の取れ

る連絡先、正しい番号をご記入下さい。 

●軽傷と判断される擦り傷、切り傷などの怪我につきましては、園内で処置し、お迎え時または電話でご連絡

致します。 

●保育時間内での発熱や繰り返しの嘔吐・下痢が認められる場合は、電話で連絡致しますのでお迎えをお願い

します。 

 

 

●●●病後児保育●●● 

 ●さくら病後児保育について● 

当園に通園されているお子様が対象となります。病気（風邪等）怪我の回復期にあり、通常の集団保育の開

始が心配される場合や、登園後に体調が悪くなった場合、保護者の方がお迎えに来られるまでの間一時的に

お預かりさせて頂きます。お仕事の都合などでどうしても短時間のお預けを希望される場合など、園に気軽

にご相談ください。 

●利用申請書について● 

・お子様の症状にあった適切な対応を行う為に、「病後児保育利用申請書」に症状（体調や様子）・緊急連絡

先等の記入をして頂き、情報を共有する事が重要となります。お子様をお預けになる際に申請書を担当者

へお渡しください。 

・保育中に与薬が必要な場合は、利用申請書の与薬依頼書をご記入ください。 

  ※利用申請書・・・一日登園時配布。コピーしてお使いください。 

●家庭連絡票について● 

保育中のお子様の症状や様子を担当者が記載し、お迎えの際に保護者の方にお渡しする用紙です。お迎え

後、医療機関を受診される場合等、日中の様子・症状の参考にして頂ければと思います。 

●保護者の皆様へのお願い● 

１．事前予約が必要となります。ご予約の際症状を詳しくお伺いさせていただきますのでご了承ください。 

２．回復期にあるお子様が対象となりますので、症状が重く、高熱や、くり返しの嘔吐・下痢が認められる

場合は、利用をお断りさせて頂きます。お預かりした後に上記症状がみられた場合はお迎えに来ていた

だく事になります。 

３．麻疹、水痘、風疹、インフルエンザ等の伝染性疾患に関しては、園内感染防止の為、「治癒証明書」を提

出して頂いてからのご利用とさせて頂きます。またインフルエンザ等が流行し始めた時期においては、

熱が３８，０度無い場合でも高めの熱があったお子様はお迎えをお願いする場合があります。 

４．病後児保育は欠席扱いとなります。給食はありませんので、お弁当をご持参ください。  
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●●●プール遊びについて●●● 

毎年 6 月よりプールを開始致します。天候の具合でプール遊びが出来ない場合でも、水着に着替えて外気浴

をします。期間中は、水着・タオル・水泳帽を毎日お持たせ下さい。 

プール遊び開始までに、各自次頁の物をご用意下さい。また、制服・下着類も含めて、改めて記名をお願い

致します。 

 

1. 水着・水泳帽子      ・一人で脱ぎ着出来るデザインのもの。写真を参考に名前を付けてください。 

2. タオル         ・約３０cm×７５cm くらいの大きさのタオルの中央にル－プをつける。 

3. プールバック      ・幼稚園指定のプールバックに、水着・水泳帽子・タオル・下着入れを入 

れて下さい。 

4. 下着入れ        ・教材セットでお求めになられた小さい袋。 

5. 名札          ・水着・水泳帽子・タオルには下記図のように白地に油性 

                 のマジックで明記したものを縫いつける。 

6. プールカード      ・朝の健康状態をよく見て、体温を記入し印を押してください。 

   （後日お渡し）       とびひや水いぼ等、感染が疑われるものが見受けられた場合、看護師の 

判断でプール入水をお断りさせていただく場合がありますのでご了承 

ください。 

７. その他         ・下着、ソックス等にも全てはっきり名前を記入して下さい。 

※この季節は天候不順ですので、思うように活動が出来ないと思われます。このことを考慮し、水着・タオ

ル等を新調なさるかどうかは各ご家庭の判断にお任せ致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●●●お習字・お煎茶について●●● 

●お習字について● 

年中組からお習字の単位を取り入れ、モンテッソーリ教育の一層の充実を図ってまいりたいと思います。 

  正座をして心を落ち着かせ、文字の正しい筆順を知って練習を重ねる中で、集中力や静粛の時間を自ら作って

いけるようになります。 

   年長組の子ども達は、前年度の基礎を土台に練習を重ね、二文字言葉へと発展させ語彙を広げていきます。

下記事項をご覧の上、保育ができますようにご協力下さい。尚、お持ち帰りになったお習字の作品は、ご家庭

で保存しておいて下さい。 
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下着入れ 

 
クラスと名前を

はっきりと！  

 
プールバック 

タオルの中心に 

ループをつける 



◎実施日     毎週水曜日 

◎持参するもの   

・新聞紙    年長児 今まで通り 

            年中児 一回目は幼稚園で用意致しますので、次回からは同様のものをご用意下さい。 

・おしぼりタオル 乾いたハンドタオル程度の大きさのもの。 

・スモック 前年度使用したものに前年度の名札を付ける。 

・手提げ  幼稚園でお求め頂いたお習字バック。     ※持ち物には必ず名前を明記して下さい。 

 

●お煎茶について● 

しおん組の園児を中心に和室にて五感の共応、礼儀作法を学びます。お茶を入れる「お点前」、お客様をお

もてなしする「半東」、お茶やお菓子をいただく「お客様」の役割を経験していく中で、物事の順序立て・人

を思いやる心・譲り合う心を育てていきます。 

 

◎実施日     毎週木曜日 

 

●●●降園後の遊びについて●●● 

１．降園後は、必ず保護者が付き添って行動してください。  

     （不審者や事故からお子さんを守るために必ずお守りください。）  

２．公園などで保護者が付き添って遊ぶ際も、目の届かない場所や危険な場所に子ども同士で絶対行  

かないようにご注意ください。  

３．子どもだけで行動しているところを見かけた際は、園からご連絡を差し上げる場合があります。 

 

●●●忌引きの扱い●●● 

  下記の場合は欠席になりませんので、担任又は園まで連絡をお願いします。  

・父母死亡の場合     ７日  

・祖父母、兄弟、姉妹 ３日  

・曾祖父母、伯叔父母 １日       ※お子さんからみてどなたになるのか、お知らせください。    

 

●●●園への連絡や相談●●● 

１．園を欠席したり、9 時以降の登園になる場合はご連絡ください。 

（９時 20 分以降の登園は遅刻になります。）  

２．園への連絡の際には、クラス名とお子さんのお名前（フルネーム）をお伝えください。  

３．お子さんの様子など、心配なことがありましたら何でもご相談ください。（保育時間中、担任は電話に 

出ることができません。担任と直接お話を希望される場合は、共通教育時間外の夕方にお願いします。 

緊急の場合はその旨電話に出た職員にお伝えください。）  

４．住所・電話番号・携帯番号・勤務状況・家族構成等に変更があった場合は担任までお知らせください。 

５．落とし物、忘れ物は気がついたらすぐにお問い合わせください。 

  

６．確定申告などで税額に変更があった場合、保育料が変更になる場合がありますので速やかに申し出てくだ 

さい。（市への報告が必要となります） 

７．退園する場合、退園届けが出されるまで保育料の対象となりますのでご注意ください。 

８．子育て支援ホットラインについて １５ 



    毎週月曜日から金曜日（祝日を除く）の午前中、子育てに関する悩み相談や質問などをお電話にてお受け

しております。経験豊富な園の職員が、少しでもおうちの方々の力になれるようお答えしています。 

メールでも随時受け付けておりますのでご活用ください。 

      電話：０２８－６２２－５１３７ 

      メール：ｓａｋｕｒａ４４＠ｐｅａｃｈ.ｏｃｎ.ｎｅ.ｊｐ 

 

●●●PTA 活動●●● 

保育参加活動とは、保護者の方にも「集団における子どもたち」に直接かかわっていただき、ご自身の子育て

観の広がりの一助になればと願い、ご協力をお願いしています。一日登園で配布する「PTA 保育参加活動およ

びお手伝いのお願いについて」にて、詳細を確認いただき、参加してみたい活動をお選び下さい。 

   また保育参加の他に、お手伝いを皆様に年１～２回割り振らせて頂きます。ご理解とご協力をお願い致します。 

 

●保育参加活動● 

・お煎茶     ・調理実習    ・幼稚園セット製作   ・お誕生会 

 

 ●お手伝いをお願いするもの● 

・お習字     ・駐車場（誘導等）    ・チャイルドスクール 

 

●●●保育料の納入●●● 

   １．保育料は、栃木銀行口座より引き落としとなります。 

２．引き落とし日…毎月１日（2 回目引落とし…10 日）  

３．1 号認定お子さんの 8 月分の保育料は 7 月１０日に引き落としとなります 

４．保育料と合わせて引き落としとなるもの。  

・年少児ゆり組４月より、教育特別費２，０００円 

      ・年長児しおん組 5 月より、卒園準備積立金（金額はその年の保護者会にて決定いたします。） 

・引き落とし手数料１０円 

※入園の時期や手続きの関係で、現金での集金となることもありますのでご了承ください。 

 

●●●在籍移動を希望する場合●●● 

   １．１号・２号間の在籍異動を希望する時は、1 カ月前までに園に問い合わせのうえ必要書類を提出してく 

ださい。  

２．私的理由による途中退園等の場合、保育料の日割り計算はありません。  
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●●●１号認定子どもの預かり保育・延長保育●●● 

●預かり保育・延長保育について● 

この制度は、家に帰ってもお友達や遊び場のないお子さま、お母様の都合で引き続き園で保育をしてほし

い方を対象に、家庭的な雰囲気の中、友達遊びを取り入れ、日常生活を学ぶ制度です。通常の時間内保育と

は違って異年齢の交流が深まり遊びの伝承など、様々な経験をしていきます。 

 

●通常保育時の延長保育時間と料金● 

・保育終了時間～１７：００               ６00 円  

・持ち物：私服のお着替え ハンカチ ティッシュ 

※１日ごとの預かり保育のお申込みは、前日までにお申し込みください。料金は利用当日にお支払いください。 

※金額の設定は、年度途中で新制度の動向により変更になる場合がありますのでご了承ください。 

 

●夏冬春の休み中の預かり保育時間と料金● 

   ・９：００～１７：００   1000 円 

 ・持ち物：私服で登園、汚れた際の私服のお着替え、お手拭きタオル、ハンカチ、ティッシュ、 

お弁当、コップ 

        （お昼寝をするお子さんはお布団、夏休み中はプールの用意もご持参ください。） 

※幼稚園代休の日の預かり保育も、時間、持ち物は同様です。 

 

●●●土曜日保育●●● 

   土曜日保育は、両親共に土曜日勤務の就労証明書が提出された方のみ対象となります。 

※前月の２５日までに園指定の用紙にて申込みをしてください。それ以降の提出は認められませんので、

ご了承ください。 

    ※ゆり組以上のお子様も、お着替えをご持参ください。 

 

●●●子育て支援 ～Ciao Bambina～●●● 

CiaoBambina!(チャオバンビーナ！)は、子育てに奮闘中のママや地域の方に開かれた存在として、また、

ご利用されるすべての方にリラックスして笑顔になっていただける場所として、下記のような活動を行ってい

ます。 

 

●１号認定満 3 歳児保育について● 

   当園では、満 3 歳を迎える年齢のお子さん（１号・３号認定の 2 歳児クラスに該当）を、満３歳のお誕生

日を迎えるまでは子育て支援の一環としてお預かりいたします。 

   2８年度に関しては平成 2５ 年 4 月 2 日～平成 2６ 年 4 月 1 日生のお子さんが対象となります。 

  このクラスは随時入園可能ですが、定員に空きがあり、職員に余裕がある場合にのみ入園が可能となり

ますので、3歳児以上の園児募集の時期に合わせて、次年度の手続きを取られることをお勧めいたしま

す。 

満３歳児のお誕生日を迎えた翌月からは１号認定子どもとなり、公的給付の対象となります。 
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 ◆料金  

 金  額 

保育料 2 歳１ヵ月から３歳０か月＝30,000 円 

その他諸経費 在園児に準ずる 

 

◆保育時間 

    ９：００～１４：００（教育標準時間に準ずる）左記の時間以外も預かり保育が可能です。（有料） 

 

◆バスについて 

    年度途中から入園の場合、すでにバスコースが決定している関係や、お子さんの体力面、満３歳児の 

育ちを考慮したうえで利用可能かどうか検討しますので、バス通園ご希望の方はご相談ください。 

 

●ナーサリー（一時預かり）● 

◆こんな時にご利用出来ます         
上のお子さんの学校や幼稚園、習い事の参観や懇談会に出席するとき、お母様のお加減が悪く医療機関

の診察を受けるとき、またご家族の通院付き添いやお見舞い等、お子さんを連れて行くには忍びない用事

がある時、ちょっとお子さんと離れてリフレッシュしたい時などに、お気軽にご利用頂けます。 

  

◆お預かり対象のお子様            

・対象年齢：生後３ヶ月～就学前         

・健康で集団生活が可能なお子様。       

・宇都宮市在住の方。   

        

◆保育日  

・月曜日～金曜日           

    ※土日・祝日・お盆・年末年始・その他園行事等によりお預かり出来ない日もあります。 

 

◆保育時間  

・９：００～１７：００          

    ※ 前日１７：００までに予約  （名前・年齢・保護者氏名・連絡先・時間帯を確認のこと） 

    ※ 初回に登録料（保険料含む）3,000 円、事務手数料 500 円及び申込用紙に記入のこと。   

 

◆ナーサリー保育料金          

９：００～１７：００／１日あたり １時間あたり 

年少以上在園児外  ３５００円 年少以上在園児外 ５００円 

３ 歳  ４５００円 ３ 歳 ６００円 

２ 歳 ５０００円  ２ 歳 ６５０円 

１ 歳 ５５００円  １ 歳 ７００円 

０ 歳 ６０００円 ０ 歳  ８００円 

    ※ 利用料金は、ご利用当日にお支払下さい。       
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◆ご利用は登録制です （登録の手続きを事前に行ってください）    

 １．登録書類[登録申請書・健康チェック票] を園窓口にて用意してあります。    

    ２．書類一式に必要事項を記入しましたら、園にご連絡を頂き、書類ご持参日に面接させて頂きます。 

※受付及び面接時間/土日祝日を除く９～１６時  

      ※面接時にお持ちいただくもの        

       ■登録書類一式（すべて記入してお持ち下さい）   ■保険証、乳幼児医療証のコピー      

■保護者本人確認書類（保険証・免許証等）     ■母子手帳          

■事務手数料 500 円  ■登録料（保険料含む）/初回 3,000 円 次年度以降保険代 1200 円 

３．面接・登録手続き終了後から予約の受付ができます。         

※面談の結果により登録までお時間をいただく場合やお断りする場合もあります。  

    ４．登録の有効期限は、登録完了日からその年度の３月末までです。 

    

◆ご利用方法            

１．予約           

      ・登録完了後翌日から予約できます。     

・電話か園窓口で、お子様の名前、ご利用日時をお伝え下さい。    

      ・予約受付時間/ 月曜日～金曜日の９：００～１７：００ 

・利用される方が多い日は、ご予約を受けられない場合がありますので、ご了承下さい。   

２．利用当日           

      ・お子様の様子等お話をお伺いしたいので時間に余裕をもってお越し下さい。  

      ・当日、３７．５℃以上の熱がある時、体調が悪い時、下痢・嘔吐等の感染症に罹患してる  

       場合、結膜炎など伝染性疾患にかかっている時はお預かり出来ません。    

      ・与薬は致しません。            

３．料金の支払い            

・料金は登園時にお釣りのないようにその都度お支払下さい。    

 ４．キャンセルについて          

      ・ご利用前日の１７時までに園へご連絡下さい。キャンセル料はかかりません。   

      ・当日のキャンセルの場合は、一律５００円のキャンセル料が発生しますのでご承知おき下さい。 

      ・キャンセル料のお支払いを頂けない場合、登録は抹消されます。   

   ・また、当日キャンセルする場合は９時までにご連絡下さい。    

 ５．持ち物             

■着替え一式   ■粉ミルク・哺乳瓶 ■お弁当・コップ  

 ■おてふきタオル ■オムツ・おしりふき ■ビニール袋２～３枚（汚れた衣類を入れる為の物） 

◆一日の流れ◆          

 9:00 順次登園         

  自由遊び         

  何をして遊ぼうかな。お歌や造形遊び、元気にお庭でのお外遊び等をします。  

 11:30 お弁当  

 13:00 お部屋で絵本やお絵かきをし、ゆっくりと穏やかな時間を過ごします。   

  （年齢に応じてお昼寝をします。）        

 15:00 こども園のお友だちと一緒にお外で元気一杯に遊びます。    

 17:00 降園   
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●学童保育● 

小学校１年生から３年生までのお子さんをお預かりいたします。（3 年生以降はご相談ください。） 

学校終了後、幼稚園へ帰ってきてから学校の予習復習などお勉強をした後、おやつ作りのお手伝いや自由遊

び、小さな子どもの面倒を見るなど家庭的な雰囲気の中で過ごします。 

  ※時間、料金等は園までお問い合わせください。 

  

●チャイルドスクール…未就園児親子教室● 

未就園の１歳児・２歳児の親子を対象にしたスクールです。月に１～２回、９０分の活動を年間１５回程度

で予定しています。お子様は園に慣れることからはじめ、お友だちと歌や体操、物作りなどを体験します。季

節に合わせて七夕飾りを作ったり、水遊びをしたり、秋にはプロの演奏家さんをお招きしてのコンサート鑑賞

を行ったりと、盛りだくさんの内容です。在園児と触れ合ったり、さくら認定こども園の保育に直接触れられ

るチャンスもたくさんあります。 

   入会および詳細に関しては４月中旬号のリビング紙をご覧いただくか、直接園までお問い合わせください。 

 

●遊びの広場 「チャオ バンビーナ」● 

 親子で安全に安心して遊べるよう、CiaoBambina!の２階を開放しています。ぜひ遊びに来てください！ 

    対象年齢  0.1.2 歳児のお子様とそのご家族 

登 録 料   ２０００円（チャイルドスクール、ナーサリーに登録している方は５００円） 

          初回にいただきます。２回目以降、利用料等はかかりません。 

          開放日におこしください。 

    開 放 日   毎月発行するチャオバンビーナだよりのカレンダーに掲載。予約はいりません。 

     

●sakura lunch(サクラランチ)● 

   その日の幼稚園の給食と同じメニューを、ワンコインにてご提供致します。お子様が遊べるようおもちゃな

ども用意していますので、ぜひお友だちと一緒にお気軽にご利用ください。要予約。 

時  間  １１：００～１２：４０   

     料  金  親子シェアプレート（子ども用ドリンク付） ￥５００ 

           大人プレート（大人用ドリンク付）     ￥５００ 

           子どもプレート（子ども用ドリンク付）   ￥３６０ 

           単品ドリンク…大人 ￥２００、子ども ￥１００ 

※お子様のお食事は普通食となります。 

           ※離乳食のお子さまの食べ物・飲み物は持ち込み可能です。 

 

●Bambina Cafe （バンビーナカフェ）● 

 石窯焼き工房「パンでパルク」の人気のパンを、美味しいコーヒーやジュースと共にご提供致します。 

イートインも、パンのみのテイクアウトも可能です。 

週１回程度、９時から１４時ＯＰＥＮ。日程はカレンダーをご覧下さい。 

 

●baby massage（ベビーマッサージ）教室● 

月１回程度開催。赤ちゃんの夜泣きやお通じの改善にも効果があるマッサージを一緒に楽しく行いま 

しょう！さくらランチ付で、1 回 2000 円。 

 

 

 

 

 

２０ 



●ワークショップ● 

２７年度には、どうぶつステンシルでパンツや T シャツを作ったり、デコ巻き寿司教室などを開催いたしま

した。親子で一緒に、また時にはおうちの人だけで…みんなもママも笑顔になれる企画をご用意しています。

月２～３回程度、料金は内容により異なります。 

 

●RIMO ネイル● 

チャオバンがネイルサロンに！ママたちのリフレッシュタイムに、ぜひご利用ください♪ 

 

※その他、だがしやさん・古着屋さんなどなど…みんなが笑顔になれる企画を考え中です！「こんなのもあったら

いいな！」というお声もぜひ聞かせてください。ワークショップ・ネイルサロン利用の方には、託児も行っていま

す。料金等の詳細は、ご利用の際にお問い合わせください。 

 

各月の日程や、詳しい内容・予約の方法などにつきましては、毎月発行する「さくらだより」のチャオバンビー

ナのページ、または Facebook ページ(チャオバンビーナで検索！)をご覧ください。 

 

●●●課外活動について●●● 

 ●カワイ体操教室● 

  幼児期から児童期にかけては運動の巧みさを身につける重要な時期です。中枢神経系の発達する時期に、全

身を使った「運動遊び」を経験することで、運動をコントロールする能力（動きの器用さ）が急速に発達しま

す。大きな器具（跳び箱・鉄棒・マットなど）や小さな器具（ボール・縄・お手玉など）を使って各年齢に合

わせた段階指導を行い、運動することの「楽しさ」、できたという「よろこび」、お友だちとの「関わり合い」、

自分に合った課題の遂行、失敗や成功…様々な経験をします。身体を通して体験し、学んでいくことで「ここ

ろ」も「からだ」も大きく成長していきます。 

       ・日 時  毎週水曜日 年少・中クラス １４：００～１５：００ 

                   年長クラス   １５：１０～１６：１０ 

                   小学生クラス  １６：３０～１７：３０ 

       ・対象者  年少ゆり組以上 

       ・講 師  カワイ体育教室指導者  赤羽美奈先生 

 

●ラボ・パーティ● 

母語（主に日本語）を大切にした上での英語教育です。自分の言葉を大切に考え、その上で外国語を学んで

いく方法はさくら幼稚園が考えていた母語の土台をしっかりと作るという考え方と共通し、共感いたしました。 

英語はネイティブの講師につけばよいとか、頭上からの英語教育で身に付くものではなく、たとえそれで英

語が話せるようになっても表面上の英会話だけでは人とのかかわりができるものではありません。ラボ・パー

ティは物語やナーサリーライムを通し、表現力豊かな言葉の世界に親しむことによって、話す中身を持って自

ら表現したくなるような「内面の育ち」を大切にした英語教育のプログラムを実践しています。 

・日 時  毎週木曜日 幼児クラス１４：１５～ （時間は変更になることがあります。） 

・対象者  在園児の親子     

・講 師  ラボ・パーティ野沢町教室  入江 珠子先生 

 

 ２１ 



●●●その他●●● 

 ・行事の際には、室内履きと、外履きを入れる袋をご持参ください。 

 ・すべての行事とも、ごみは持ち帰りとなりますので、ごみ袋のご準備をお願いいたします。 

・園からのおたよりや、製作したものは必ず目を通して大切に整理しておいてください。  

・トラブルの原因となりますので、園内にてお友だち同士で私物を交換したり、プレゼントをしたりしない  

ようご配慮ください。   

・お気付きになった事、わからないことなどがありましたらどんなことでも園におたずねください。  

・インフルエンザ流行などの場合、園閉鎖措置の対応をとらせていただきます。閉鎖の際、年間で定められて 

いる「保育料」と「バス代」は返還されません。 

・園からのご家庭への連絡は、電話のほか携帯電話への一斉メールを利用しています。メール連絡の場合、受 

信、ダウンロードにかかるパケット代金は携帯電話保有者のご負担になります。ご了承の上、連絡体制にご 

協力お願いいたします。  

・１～３号認定児全ての方において、前年度の市民税をもとに毎年９月に保育料の改定がなされます。 

・１～３号認定児全ての方において、年度末に継続申請書の提出が求められます。なお、２・３号認定児の方は

支給認定要件を確認する為の資料提出も併せて求められます。  

・園で得た、さくら認定こども園・他園児・職員等の情報に関し、許可なく公の場やインターネット上等で 

公開することや、誹謗中傷となるような発信は禁止させて頂いております。  

・年間行事予定表は、必ず行事を確認して 1 年間保管してください。  

・行事の際等に保護者の方がお子様の様子を撮影した写真・映像を、不特定多数の方が閲覧できるブログや

YouTube 等の媒体に掲載することは原則禁止とさせていただきます。お子様のお写真を個人で使用する際に

も、ご自身のお子様の周囲に映っている他のお子様やご家族のプライバシー保護の為、また、予期せぬトラブ

ルを回避する為、ぜひ周囲に映っている方にご配慮いただいた上でご使用いただけます様、ご協力をお願い致

します。 

 ・日頃の園生活で職員が撮影したお子様の写真・映像等を、園ホームページや冊子に掲載したり、様々な媒体（テ

レビ・新聞・雑誌等）に園の紹介が写真付きで公開されることもあるため、お子さんの写真を非公開希望の方

は、園までご連絡ください。また、園外向けの紙面掲載や研修等で使用する際には、使用の前にその都度該当

保護者の方にお声かけさせていただいておりますので、併せてご協力お願い致します。 

 

●●●メモ●●● 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２２ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

作成年月 

２０１５年９月 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校法人さくら学園 さくら認定こども園 

 

 

 

 

 

 

 

〒320-0017 栃木県宇都宮市戸祭台４４番 

TEL:028-622-5137 FAX：028-627-7957 

ホームページ http://sakuragakuen.ed.jp/ 

 


