
２０ ２３年度 （令和５年度）　 白百合幼稚園園児募集ＳＩ｛

学校毎人つく しＷ学回 白百合幼稚園
干１ ４５ ・００６４

東京 都大 ＮＸＸＸ 上池 台４ －７ －５

０３ （３ ７２ ６） ７１ ０９

募集 人員

入園 資格

３歳児（ ２０ １９ 年４ ナ］ ２日 から ２０ ２０ 年４ 大ｊ １日 生まれの幼児）約 ５０佑

４歳児（ ２０ １８ 年４ ヂ１ ２日 から ２０ １９ 年４ Ｊ１　１　日生まれの幼児） 若干竡

５歳児（ ２０ １７ 年４ Ｊ１ ２日 から ２０ １８ 年４ Ｊ１　１　日生まれの幼児） 若千名

奈身体に障がいをおも ちのお子さま 、戛達に課９をお もちのお子さ まの場合、お受け

できないこと があ りますので、 必ず事前にご相談ください。

願書配布

期　　間

２０ ２２ 年１ ０ナレＬ ５日 （上）～ １９ 日（水）

『１ ０： ００ ～１ ２： ００ 』と 臼３ ：０ ０～ １５ ：０ ０』

ｉ１ ６日 （日 ）はお休みと させていただきます。

場所 ：幼稚園受付

面　　　接

願書祉布時にお伝えする日 時に 「亙接」 を行いま す。 お子 さま とご一緒にご来園

くだ さい。原則と して 、「 ｉｉ 接」 を経た上で１　１　ＪＥ１　１　日にｉ願なさ った方に対して

入園を許ｉｒいた します。

※　 保護者は、お勺こさま ・お母さ まいずれかお一人でかまいません。

・　 上履きを ご持参く ださ い。

ｉ　 ｉｉ接終了後、本圃よ り「ｉ願時にお持ちいただくもの一ｉｔ」に関するご案｜大ｌと

「ａｌ願にお越し いただく 時間」を郵送にて ご連絡いたし ます。

願書 受付

２０ ２２ 年１　１ｙｘ１ 日（火）

１！ ナｊ １日 は、 本圃から指定された時間に、指定の書類等を ご持参く ださ い。

※　 范順にあたり 「選考料」と して ５， ００ ０［Ｉ］ を申 し受けます。

※　 入園獸書に示付す る写真は、３ ヶｙＷ、内に撮影 しか 上半身無巾ＮＸ・ 無脂景・

カラ ー、 縦４ ｃｍ ｘ横 ３ｃｍのサイ ズでごＶＨ意 くだ さい。

諸　経　費

入　 園　 料　 （入園手続き の際 に収 めて いた だき ます ）　 １５ ０， ００ ０円

・「入園料」 について は、 手続き後は事情の鵯何を問わず返をいた しません。

イ縦　育　料　 （ＪＩ　　 額）　　　　　　　　　　　　　　　　 ２　９， ４０ ０目

敏　材　 費　 （ナｊ　　 額）　　　　　　　　　　　　　　　　　　 １， ２０ ０［ェ］

冷暖 房費　 （ヂｊ　　 額）　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ８０ ０円

ぞそ の他 に、 制服 ・個人万丿具 （ハ サミ ・ク レヨ ン等）は、圉指定の物 を購入して

いた だき ます。

※こ のを額は ２０ ２２ 年度実績です。今後改訂するこ とがあり ます。



ホ　 ２０ １９ 年１　０ＪＩよ り「幼児教育無償化」 が導入さ れた こと によ り、 保育料補助をが保護者に直接

支給 されます。（大ｍ 区の場合は補助対象が 「保育料」。 「教材費 」。 「冷暖房費」 の範疇に なり ます が、

お住まいの市 ［Ｘぢ村によ り補助対象が異な りま す。］

ホ　 保育料の補助をの他に、大 日］ ［旡の場合は入園料補助１１０，０００ 円（令私４年度実績） が支給されます。

ホ　 入園 手続 きを 済ま せた後で保護者の失職 ・死 こな どで家計が急変し 、通園の継続が鴇難に なった

場合、それらを簑する資料のをｍをもと めた上で、保育料の兔額、 または一部を免除する執度があ

りま す。

（電話でのお問い合わせ先　　 ０３ －３ ７２ ６－ ７１ ０９ （白 百合幼稚園）ン

≪学校法人つ くしＷ学園　 白百合幼稚園ホームページう

白百合幼稚回の入図案鸚な どは、イ ンタ ーネ ット のホームページでもご覧いただ くこ とができ ます。

ホームページアド レス　　ｈｈｔｔｐ： ／／ｗｗｗ．ｓｈｉｒａｙｕｒｉｋｇ．ａｄ．ｊｐ

また は検索サイト をご利鴇いた だき 「大 ｍ［‾瓦白厄合幼稚園］で検索 して くだ さい。


