西小岩幼稚園
入園案内

平成2 9 年度入園ご希望の方へ
江戸川区西小岩3-17-9
03-3657-5333
info@nishikoiwa.ed.jp
http://www.nishikoiwa.ed.jp/

入園できる方の年齢
満３歳児

幼稚園での生活

満３歳児以上が入園できます

保育時間

9名

３歳児

平成25年４月２日〜平成26年４月１日生まれ

2クラス

27名

4歳児

平成24年４月２日〜平成25年４月１日生まれ

募集なし

5歳児

平成23年４月２日〜平成24年４月１日生まれ

募集なし

延長保育
（たんぽぽ）

原則として次の通りですが、学期初めの短縮保育や夏

平常の保育は2時で終わりますが、4時まで保育を延長

季短縮保育などの特別の措置をとることがあります。

することができます。

月曜日〜金曜日
午前9時00分〜午後2時
（但し、登園は8時45分）

※満3歳児：誕生日の2週間前から受け付けます。

4時にお迎えにおいでください。
お仕事をお持ちの方や急な用事ができたときなど利
用してください。お預かり料はおやつ代を含み1回
500円です。当日朝突然のお申し込みができます。

入園までの流れ
１． 入園申込書を配布します。

※申込手続き料3,000円と入園料の30,000円
合計33,000円を入園申込書に添えてお納めください。
入園申込書を書き損じた場合は新しい用紙と取り換えます（無料）
この33,000円をお納めいただくことにより入園が確定します。
入園面接試験などは行いません。

土曜日・日曜日

※水曜日は会議のためたんぽぽはお休みとなります。

国民の祝日に関する法律に規定する日

※その他、事情に応じて個別にご相談ください。

10月1日

園児の送迎

6月1日

通園バスはありません。天気の良い日は職員が引率

夏休み
（夏季保育2週間あり）

7月21日〜8月31日

して集団登降園をします。雨の日はお母様付き添い

冬休み

12月23日〜1月8日

で各自登降園していただきます。

30,000円はお返ししないことが原則で

春休み

3月15日〜4月8日

すが、通園不可能な地域に転居した場

※遠足や運動会その他の園行事の翌日は休園とすることがあります。

開園記念日

２．申込受付
午前8時30分から11時の間に受付いたします。

朝8：00〜夕方6：00まで相談により預かります。

都民の日

10月17日より、入園案内・入園願書
（100円）を配布します。

11月1日

休園日

※一 度 お 納 め い た だ い た 上 記 入 園 料 の

合に限り全額をお返しいたします。

お弁当・給食
毎週

月〜金曜日はお弁当が必要です。

ただし月曜と木曜はご希望の方は給食をとることが

1. 平 成 2 9 年 3 月 9 日 ま で に お 申 し 出 が

できます。給食費は、給食日数によりますが、1ヵ月

あった場合に限ります。

2000円くらいです。（1食350円）

2. 転居の事実を証明していただきます。

入園料／保育料

入園料、保育料の他に必要な経費

保育料は住民登録の住所に拠ります。住民税の申告も必ず済ませてください。

その他に必要な経費

1年間の年行事と費用
（概算）

園児服、帽子、かばん、その他保育用品の費用として、およ

入園式

そ26,000円ほど必要です。

春の遠足（親子）

江戸川区私立幼稚園協会PTA連合会会費（年額1,500円）のご

健康診断

負担も毎年5月にお願いいたします。

運動会

日本体育学校健康センター（園内での怪我などに対する保健）

秋の遠足

2,500円程度

保護者負担分掛け金は全額園で負担しています。

お泊まり会（年長組）

5,000円程度

遠足費用などの行事費の負担もあります。

親子観劇会

0円

生活発表会

0円

作品展覧会

0円

保育料は各市町村区の定めた額になり、各家庭ごとに金額が異なります。

おもちつき

0円

江戸川区は0〜3,000円

卒園遠足

0円

卒園式

0円

１． 入園時の費用と補助金について
入園料

110,000円

選抜料

3,000円

合計
補助金

113,000円
80,000円

江戸川区

葛飾区

入園補助金80000円が交付され お申込み時の33,000円のほか、
ますので、申し込み時の33,000 入園料残金80,000円を4月に請
円以外の負担はありません。
求させていただきます。

２．保育料など毎月の納入額について

葛飾区は0〜15,300円
（28年度4〜8月実績）
4〜8月と9〜翌年3月で金額が異なります。
保育料以外に毎月父母会費400円、保育雑誌1,120円、教材費500円等をいただきます。

卒園を祝う会
クラス費
教材費

0円
5,000円程度
園負担
0円

2,000円×9
1,000円
500円×12
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