
２０ ２２年度 （令加４年度）白ｌｉ合幼稚園　転・ 編入園児募集要項

怦，校悵人つ くし野倅園白 百合幼稚園
〒１ ４５ －００６４

東京 都大 日ＥＩ［Ｋ上 池台 ４－ ７－５

０３ （３ ７２ ６） ７１ ０９

募集 人員

入園 資格

３歳児（ ２０ １８ 年４ Ｊ１ ２日 から ２０ １９ 年４ Ｊ］ １日 生まれの幼児）め １０佑

４歳児（ ２０ １７ 年４ Ｊ１ ２日 から ２０ １８ 年４ 大ｊ １日 生まれの幼児）約 １０名

・５ 歳児の募集は行っ ていません。

※身体に障がいをおも ちのお子 さま 、発達にＷ薤をお 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

３歳児； ２０ ２２ 年５ ｊＥ１１ ６日 りＥＩ） な降、随時

４歳！ＩＥ； 随時

配布時回は手 口の午前 １０ 毀か らｊＥ午まで と午後１ 時から午後３ 毀ま での回。

土曜 ・日 曜・ 祝日 を除き、 上屁贈回、幼稚園事務室にてお渡しいた します。

七也方ま たは海外 にお住ま いの 方で 、郵送ご希望 の方 はお電話でご相談

ください。

願書 受付

面　　　接

回転入園 ・編入園をご希望の方は、 幼稚園ま でその回、電話でご連絡く ださ い。

その際に面接日程をご相談させていただきます。

Ｃ） 面接にお越しの際に「入園願書 （写真添付の上必要事項をご記入く ださ い） 」と

「選考料 ・５ ，０ ００ 円」 を添えて ご持参く ださ い。

※　 入１加害 に添 イ才 する ぢ真 は、 ３ヶ ヂｊ 八郎こ撮影し た上 手粫無喩卜無回天 ・カ ラー、

縦４ Ｃｍ ｘ横 ３Ｃｍの サイ ズで ご万］意 くだ さいｏ

○「入園願書」をお出 しいただいた 日に、お子さ まと 保護者さ まの面接を母子

分離の形で行います。

Ｃ） 入園のｊＴ否については面接を行った日 の夕刻、 お電話でお知らせいた します。

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 ０ＰＩ

・「入園料」 について は、 手続き後は事情の鵯何を黠わず返奈いた しません。

保　 育　料　　 ０１　　 額）　　　　　　　　　　　　　　　　 ２　９， ４０ ０円

教　材　費　 （１　　 額）　　　　　　　　　　　　　　　　　　 １， ２０ ０円

冷暖 房費　 （ｙｘ　　額）　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ８０ ０円

※その他に、 制ぼ ・個人用具（ハサ ミ・ クレ ヨン等） は、 園指定の物を購入 して

いただき ます。

※こ のを額は ２０ ２２ 年度実績です。今後改馴するこ とが あり ます。



ホ　 ２０ １９ 年１ ０大ｊよ り「幼児教育無償化」 が導入された こと によ り、 保育料補助価循保護者に直接

支給されます。（大鴇［叉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、

お住まいの市区Ｆ村に より 補助対象が異なり ます。）

ホ　 保育料の補助金の他に、大ＸＸＸＸの場合は入回料補助１１０，０００ 円（令和 ４年度実績） が支給されます。

ホ　 入園手続 きを 済ま せた後で保護者の天祖 ・死尨な どで家計が悩、変 し、 通園 の継続が 鴇難 にな った

場合、それら を証する 資料の提ｍを もと めた上で、保育料の蜃額、 また は一部を免除する 制度が

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 ムページン

白百合幼稚園 の入回案内な 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Ｊ≡目 いた だき 「大 ｍ［犬白 百合幼稚 園］ で検索し てく ださ い。


