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学校法人マリア学園の教育理念
『わたしがあなたがたを愛したように、あなたがたも互いに愛し合いなさい』
(ヨハネの福音書１３章３４節)
と語られるキリストのみことばに、人間としてのふさわしいあり方を見、
その実現のために教育・保育を行うことである。
教育目標

『 輝く ぼく と わたし 』
〜元気いっぱい遊んで感じて笑って、強い体と優しい心を育てる〜
◎子ども達の『やってみたい』『やってみよう』を大切にする。
◎のびのびと遊ぶ中で、自分で考える力（想像力）、自分でイメージして作り出す力（創
造力）を養う。
◎縦割り保育の友達との関わりの中で、喜びを感じ合い、感謝と思いやりの心を育てる。
◎個性を尊重し、自分らしく遊ぶ中で自己表現できる子どもを育てる。
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進級式(バスはありません)
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２３日(月)
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２４日(火)〜
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入園式(バスはありません)
朝のみスクールバス
11 時 30 分にお迎えをお願
いします。

一日保育(３時降園)
給食あり
スクールバス運行

朝のみスクールバス
給食あり・12 時 30 分に
お迎えをお願いします
職員研修会につき、全園児半日保育(１１時半降園)
給食はありません。朝帰りともｽｸｰﾙﾊﾞｽ運行
全園児一日保育(３時降園)、給食あり、スクールバス運行
家庭訪問につき半日保育(全園児１時降園)
給食あり、スクールバス運行
家庭訪問につき半日保育(全園児１１:３０降園)

２７日(金)

朝のみスクールバス運行、帰りは全園児お迎え
参観、父母の会総会後一緒にお帰りになります。
給食はありません。

＊４月２４日(火)より、全園児、一日保育(３時降園)となります。
＊子どもに不安を与えないよう、時間正確にお迎えをお願いします。
＊お迎えの方は降園時間のあと、3 時２０分を過ぎますとルーム(延長)扱いになります。
○新入園児以外のバス利用の方へ
＊4 月は、新入園児のバスの利用のない日がありますので、その日は、バスの運行表の時
刻より、バスが若干速くなります。申し訳ありませんが、5 分〜10 分ほど早くなる可
能性がありますので、少し早めに停留所に出ていただきますようにお願い致します。
・新入園児のバス利用のない日(新入園児慣らし保育期間)
4 月 6 日(金)、９日(月)の朝、帰り、10 日(火)〜19 日(木)、23 日(月)の帰り。

歯ブラシを持たせてください。キャラクターのケースからは、出してください。
名札の裏、シール帳など、必要事項は早めにご記入ください
毎日の連絡帳ですが、新入園児が落ち着くまで、全部目は通しますが、十分に
お返事できないこともありますので、ご了承ください。
誕生会について
誕生会はＡＭ１０:００〜、ホールで行います。毎月の誕生会で該当の子どもの
保護者の方は、是非お越しいただき、ご覧ください。
星組さんは新年度も４月１９日までは引き続き、午睡の部屋で午睡をしますので、
４／６(金)朝までに敷き布団と掛け布団の用意をお願いします。大きいトイレ
横の、午睡の部屋まで直接お持ち下さい。今月の持ち帰り日は、２５日(水)
です。５月以降もお昼寝はいたしますが、詳しくは学年便りでお知らせいたし
ます。
※１学期、延長保育を実施しない日

４月５日(木)(進級式)、

５月１１日(金)親子遠足、６月１７日(日)(日曜参観)、

※休日の緊急連絡について
休日に、事故などでやむを得ず、幼稚園に連絡が必要な場合、園長の携帯まで
ご連絡下さい。０９０−９６６８−５９０５（倉科）
クラス参観について
４月２７日(金)に、父母の会総会が予定されていますが、総会の始まる前に、新年度の子
ども達の様子を自由に見ていただく時間を設けました。新入園児の姿もそれぞれですが、今
の子ども達の自然な様子を見ていただければ、と思います。時間は、９時までには登園して
いただき、１０時から総会が始まりますので、それまでの間、自由参観といたします。一緒
に登園していただき、そのまま見ていただいても結構です。一緒に遊んでいただいても結構
ですので、動きやすい服装がよいかと思います。朝のバスは通常通りとなり、帰りはバスは
ありません。
総会の時間にはホールに集まっていただきますので、ご配慮下さい。

《花組(年少)の保護者の方へ 》
午睡についてのお知らせ
花組さんは、４月２４日(火)より一日保育が始まります。あわせて午睡も始まりま
すので、今のうちから、敷布団一枚とタオルケット一枚を御用意ください。
◎布団カバーをつけてください。
(カバーには、子どもにわかるようにマークをつけてください)
◎枕は必要ありません。
◎おもらしの心配のある方は、おねしょマットもお持ちください。
◎原則的に、毎月、第４金曜日に持ち帰りますので、お家で洗濯して下さい。
(必要な方は、いつでも持ち帰っていただいて結構です)
◎布団は、４／２０(金)、２３(月)のいずれかに、幼稚園に送りお迎えの際にお持ちくださ
い。(大きいトイレ横の部屋が午睡部屋になりますので、その部屋までお持ちください)
◎秋には、掛け布団の用意もお願いしますが、またご連絡します。

《通園バスご利用の方へ 》
※今年度も、幼稚園の出発時刻を、午前７時５０分とさせていただきました。皆様の御協
力を、お願いいたします。今年度は、唐沢先生がバスの運転を、宮川先生がバス乗務を
してくださいます。
また、バスのコースは 2 コースです。(詳しくは別紙参照)
行き(朝)と帰りでコースが多少違いますので、所要時間も異なっています。
ご注意ください。１年間通して、この時間で運行いたしますので、ご了承ください。

今年度も、幼稚園の子どもたちの様子を、ホームページの中で、写真を中心に、お伝えし
ていきます。ぜひ、ご覧下さい。アドレスは、 http://seiyozefu.com です。
毎月中旬に前月分を更新予定です。４月の様子は、５月中旬以降となります。
幼稚園のメールアドレスは、seiyozehu@grace.ocn.ne.jp です。
ご意見、ご質問など、ホームページの感想など、メールでも結構ですので、お寄せ下さい。

◎保育料は、口座からの引き落としとなります。通常は、毎月５日ですが、今
月のみ引き落とし日は、
全園児４月 1６日(月)ですのでよろしくお願いします。
※天使組、星組、花組：保育料 27,500 円(兄弟の下の方は 24,500 円)
※小花組：満 3 歳のお誕生月の前月まで、
30,000 円(兄弟の下の方は 27,000 円)
満 3 歳のお誕生日月から、27,500 円(兄弟の下の方は 24,500 円)
※月間絵本代(申し込まれた方のみ)
※暖房費
１１月〜3 月、月額 2,000 円
毎月の保育料と合算して引き落としをさせていただきます。
◎また、４月の施設設備費を２３日(月)、２４日(火)に集金させていただきま
すので、お願いいたします。(バス利用者のみ)
※施設設備費
辰野町内
往復 2,500 円 (4 月のみ新入園児 1300 円)
片道 1,300 円 (4 月のみ帰り利用の新入園児 700 円)
町外
往復 3,500 円 (4 月のみ新入園児 1800 円)
片道 1,800 円 (4 月のみ帰り利用の新入園児 1000 円)
※お便りバサミには、お金を入れた集金袋は入れないようお願いします。集金袋は、バス
の先生か、お祈りの先生に直接お渡しください。

《今年度の家庭訪問について 》
今年度の家庭訪問は、新入園児のみ(昨年度途中入園児も)対象に行います。
ぱんだ組のみ、担任が変わりましたので申し訳ありませんが全園児行わせていただきま
す。日程ですが、４月からの新入園児の方は、26 日(木)27 日(金)午後を予定していま
す．在園児の方は、夕方４時〜５時３０分の間で日程を調整し、お願いしたいと思いま
すので、御協力下さいますようにお願いいたします。時間は後日お知らせいたします。

《在園児の方へ 》
本日、白紙の引き渡しカードを 2 枚配布いたしました。2 枚とも記入のうえ、11 日(水)
までにお祈りの先生か、バスの先生に提出してください。

◎幼稚園では、今年度も畑をお借りしての活動を取り入れていく予定でいます。つきまして
は、そういった活動へのお手伝いをして下さるボランティアの方を募集いたします。内容
は、お手伝いして下さる方と相談しながら進めたいと思いますが、保護者の皆様、祖父母
の皆様、どなたでも結構ですので、職員や子どもへのアドバイス等も含めて、お手伝いい
ただける方は、連絡帳などを通じて、4 月 20 日(金)までにお知らせください。

重 要

《連絡網についてお願い 》

幼稚園では、緊急の連絡など、幼稚園から、メールでの一斉送信で連絡を伝えております。
連絡は、オクレンジャーを導入して、行なっています。つきましては、新入園児の方は、お
手数ですが、それぞれで、別紙参照の上、それぞれでご登録下さい。また、年間の利用料と
して、一人につき、324 円を後日徴収させていただきます。よろしくお願いいたします。
４月１１日(水)までに必ずご登録下さい。
全ての方の登録が終わりましたら、テストを行いますので、その際にはまたご協力下さい。
※基本的に、幼稚園からの送信のみで、返信はできません。
(内容により、返信が必要な場合がありますが、その場合はこちらの指示に従って下さい)
※年度途中でアドレス変更、機種変更された方は必ず、各自で登録しなおして下さい。
※ご夫婦での登録や、携帯と自宅や職場の PC など、複数での登録可能です。
※兄弟のおられる方も個々での登録となり、利用料は人数分徴収させていただきます。
※不明な点などありましたら、直接サポートの方まで、お尋ね下さい。

※ 現在、幼稚園では、全園児を対象に保護者の皆様に 206 円負担していただき、
日本スポーツ振興センターの共済保険に加入をしております。幼稚園の管理
下におけるけがや事故については、その保険で補償されています。
☆オクレンジャーの年間利用料３２４円と共済保険２０６円をあわせて５３０円を、５
月に集金させていただきますので、よろしくお願いいたします。

