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東一の江幼稚園での生活を円滑なものとなるように、必ずお読みください。
ホームページ上ならびに「れんらくアプリ」に同一内容のＰＤＦ版を掲載します。年度途中で
変更他あった場合は週のたよりなどで変更点をお知らせした上でＰＤＦ版を改訂いたします。

歩きコースのお願い
○ 歩きコースの登園は８時３０分～９時です。
○ 歩きコースの降園は一日保育１４時・午前保育が１１時３０分です。
○ お迎えが保護者以外になる場合は、必ずご連絡ください。
（小学生のみのお迎えは預かり保育も含めできません。）
○ 幼稚園に来園、お迎えの際は必ずネームホルダーを着用してください。
○ 登降園に限らず、事故のないように手をつないで歩いてください。
○ 降園時間後、３０分間、園庭開放をしますが、このときの責任は保護者となります。
○ 車での登降園は（悪天候の場合でも）禁止です。近隣の路上駐車も禁じます。
○ 雨天の時、お子様のレインコート、雨傘は置き場所がないので、お持ち帰りください。
○ コート、手袋、マフラーなども置き場所がないため、お持ち帰りください。
○ 自転車での送迎は事故等に十分注意し、一般の方の迷惑にならないように気を付けてください。
駐輪の際は、きちんと並べてください。（「幼稚園付近の駐輪場所・方法について」p.14 参照）

バス利用について（バス利用者のみ）
○ バスコース表・運行表を確認の上、訂正や不明な点は事務長まで連絡してください。
○ 時間はバス運行表を確認してください。毎月、バス出発時間は変更します。（4、5 月は同じ出発時間です。）
○ 道路の渋滞の状況によっては遅れが生じる場合がございますので、ご了承ください。
○ 「れんらくアプリ」の設定により到着案内メールの受信や、バスの走行状況を確認することもできます。
詳しくは「れんらくアプリについて」（p.10〜13 参照）をご覧ください。
○ バスのバッジは園服の左肩につけてください。
○ 朝は 8 時に 1 番バスが発車します。バス利用で欠席やバスが不要な場合は、7 時５０分前に「れんらくアプリ」
にて連絡を下さい。（p.5・p10〜13.参照）
○ 降園にてバス停でのお迎えの方が日常と変わる場合は、事前に電話または「れんらくアプリ」（p.5 参照）で
お知らせください。
○ バス停のお迎えではネームホルダーを着用してください。
○ バスが来るまで必ずお子様と手をつないでお待ちください。
○ 他人の敷地内で遊んだり、駐車している車に触れたりするなど、近隣の迷惑になることはおやめください。
○ 雨天時、レインコートや雨傘は保護者が預かってください。
○ コート、手袋、マフラーなども置き場所がないため、お預かりください。
○ 一時的なバス停、コースの変更は安全上お断りしています。
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持ち物
週始め

園服、帽子、リュック、ハンカチ（遊び着用）
お弁当、水筒、手提げ、遊び着、（水・金持ち帰り）カラー帽子、上履き入れ、上履き

通常保育

園服、帽子、リュック、ハンカチ（遊び着用）、お弁当、水筒

・ リュックにつけるキーホルダーは、光るなどの動きのあるものは避け、小さいもの一つとしてください。
・ おもちゃなどの園生活に必要ないものは持たせないでください。子ども同士の便せん、シールなどの幼稚園内での交換
は控えてください。
・ 着替えが必要になった時は、着替え袋の洋服を使用します（汚れた服は持ち帰ります）。翌日、着替え袋用の服を名前の
書いたビニール袋に入れてもたせてください。なお、着替え袋のなかにパンツがない場合、パンツのみ衛生を考慮し
て、幼稚園の新しいパンツ（１枚３００円）を購入していただきます。
・ お着替え袋の中には名前の書いたビニール袋（持ち帰り用）を５枚ほど入れておいてください。
・ 汚れた時や忘れたときに貸し出した上履きや、外靴は持ち帰りますので、洗って返却をお願いします。
・ 嘔吐し、服などに付着した場合は、感染拡大防止のためにそのまま袋に入れてお返しします。

【行事等での使用品について】
主な行事で使用するものは以下の通りになります。詳細は各行事前の手紙をご覧ください。
下記以外の行事は特に事前に準備する必要がないものになります。
クッキング

エプロン、割れないお皿やおわんなど。メニューによって持ち物が変わります。

お泊まり会

着替え（半袖 、ズボン、靴下、肌着）パジャマ、歯みがきセット（歯ブラシ、コップ、タオル）

（年長組のみ）

お風呂セット（タオル、パンツ）他、使い慣れたリュックまたは旅行かばんに入れます。

プール（水遊び） 水着（子どもが着脱しやすいもの）・水泳帽・タオル・プールバック
なつまつり

浴衣、じんべい（お持ちでない場合は普段着でもかまいません）
履きなれた靴または樹脂製サンダル

他

遠足

レジャーシート（お弁当を食べる場合のみ）

生活発表会

役に応じた服装（ネズミであれば、グレーのトレーナーなど）つくる必要はありません。

お弁当・給食について

他

（お弁当・給食開始は４月２０日（金）より）

○ 弁当・給食がある日（一日保育）・・・月、火、木、金及び第 1・3・5 水曜日、
○ 弁当・給食がない日（午前保育）・・・第 2･第 4 水曜日
・上記以外、行事前など午前保育になるが場合がございます。詳細は年間予定表参照ください。

【お弁当の持ち物】
≪全学年共通≫・お弁当・牛乳を飲むコップ（プラスチック等の割れないもの）・コップを入れる袋
・箸（３歳児はスプーン・フォークでも可）及びケース
≪年少組≫

・お弁当を入れる袋

・お弁当の下に敷くナプキン

≪年中組≫

・お弁当を入れる袋

・お弁当の下に敷くナプキン

≪年長組≫

・布ナプキン（お弁当をつつんでください。お弁当の下に敷いて食べます。）

・お手ふき（なるべく小さいもの）

・お手ふき（なるべく小さいもの）
上記、全てに記名をお願いします。水で消えそうなものはテープ等で保護してください。
※今年度より、食後の歯ブラシは安全・衛生管理上取りやめ、うがいのみとします。
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【お弁当のお願い】
○ お弁当の彩りも大切ですが、気取らないもので結構です。
○ お菓子・ジュース・フルーツゼリー・プリンなどは持たせないで下さい。デザートはフルーツのみです。
○ 「ふりかけ」は始めからかけてくるのは構いませんが、袋ごとは持たせないで下さい。
個人用のカレーの袋もご遠慮下さい。
○ 夏場は名前を書いた保冷剤をお弁当につけていただいても構いません。
○ 冬季は温蔵庫で温めますのでお弁当箱は電子レンジでも利用できるものにしてください。
その他の季節はタッパーなど他の素材のものでも結構です。
○ お弁当箱などは自分で出し入れできる大きさのものにしてください。
年少組は出し入れの練習を一緒にしてみてください。
○ クッキングやお弁当などで、忘れ物があった場合幼稚園からお皿など貸し出しをいたしますので、
洗って次の日にご返却ください。

年
少
組

お弁当は始めのうちは「おにぎり」
「サンドイッチ」など食べやすいものを少なめに入れてあげて下さい。
「全部
食べられた」という満足感が味わえるように配慮してあげてください。
きちんと座って食べるようにします。ご家庭でも食事中は立ち歩かないことを伝えましょう。
３歳児はスプーン、フォークを持たせても結構ですが、徐々に箸へ移行していきましょう。

年
中
組

箸は必ずもたせてください。
ご家庭でも茶わんを持って背中を伸ばして食べることを教えてあげてください。
嫌いな野菜などにも挑戦させてください。

年
長
組

お弁当箱を布ナプキンで包んで持たせて下さい。
お弁当の内容を見直してください。嫌いなおかずも意識して食べられるようにしてください。ある程度の時間内
で食べられるようにしましょう。

【給食について】
希望制の給食となります。給食は保育所内の施設にて（株）アイコーメディカルと提携し、園児に温かい食事を提
供します。
○給食費・・・1 食

3６0 円

（誕生会給食

1 食 200 円）

○申込み方法・・前々月の下旬から全月上旬までの申込み（申し込み用紙を配布いたします）
・月に１度の誕生会は全員給食になります。
（誕生会の給食は一部金額を父母会費補助しています）
・申込み後のキャンセル、返金は出来ません。
・申込みは日ごとにできます。
・献立は前月中旬に配布になります。
・牛乳代は別途 30 円になります。（お弁当の場合も同様）
・午前保育の預かり保育希望の場合はお弁当持参となります。
・詳細は給食申し込みの手紙をご覧ください。
○給食の持ち物・・・お弁当袋、お箸他（献立に応じて）、ナプキン、お手ふき（年少組はお手ふきを１学期途中
から使用します。またお知らせいたします。）牛乳を飲むコップ、コップを入れる袋

【その他】
○ 園庭の果実（ユスラウメ、プラム、ミカンなど）や栽培物を事前にお知らせせずに食べることがあります。
食べさせたくない場合は、事前に担任に連絡ください。
○ お弁当、給食関係なく牛乳を飲みます。アレルギー他で飲まないお子様は事前にお知らせください。
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お誕生会について
○毎月のお誕生会は給食になります。（誕生会給食 1 食 200 円）
【持ち物】お弁当袋、お箸他（献立に応じて）、ナプキン、お手ふき（年少組はお手ふきを１学期途中から使用し
ます。またお知らせいたします。）牛乳を飲むコップ、コップを入れる袋

預かり保育（名称：ちゅーりっぷクラブ）
忙しい保護者のために、また急な用事ができた保護者のために保育終了後、園が責任を持ってそのまま園児をお
預かりします。
○1 日 20 名定員（就労型預かり保育
・入会金

2,000 円

月 10 名定員）※１

（在園中

有効）

・一日保育後（１３時３０分～１７時）

1日

８００円

・午前保育後（１１時～１７時）

1日

１，０００円

・早朝（８時～保育開始）

1日

２００円

・延長保育（１７時〜１８時）

１日

３００円

・春、夏、冬の長期休み（９時～１７時）

1日

１，５００円

・春、夏、冬の長期休み早朝（８時～9 時）

1日

２００円

・春、夏、冬の長期休み延長保育（１７時〜１８時）

１日

３００円

※２

※就労型預かり保育について（詳細は幼稚園までお問い合わせください。）
・上記金額で利用し、1 ヵ月 12,000 円を越えた場合はその後定額となります。
（但し早朝利用料金は除く）
・両親の就業だけでなく、介護や病気なども対象になる場合があります。
・両親の就労など証明する資料の提出が必要です。
・就労型預かり保育利用者は上限 10 名とします。定員を超えた場合は、就労時間他を検討し、
利用者の決定をさせていただきます。
※1. 一時利用、就労型あわせて 1 日 20 名を定員とします。ただし就労型利用者が優先となり、一時利用においても保護者の病気や就業など
必要性の高い人から優先いたします。
なお定員に達している場合でも、急病他、急に利用の必要が生じた場合は必要性を検討した上で受け入れをします。
※2. 夏期２１日、冬期 6 日、春期 8 日程度の実施を予定。（年度によって実施日数は前後します。）
長期休み期間も就労型利用者と急病など利用の必要度の高い人が優先となります。

＜使用施設＞

喜三記念館 1 階

＜担

幼稚園教諭有資格の専任教諭（4 名）

当＞

＜利用方法＞
・ 「れんらくアプリ」（p.10〜13 を参照）にて前日 15 時までに申し込みください。（必要度及び先着順）
・ 定員超過で申し込み不可の場合は「れんらくアプリ」に連絡いたします。
・ 当日は「ちゅーりっぷクラブ」のバッチを園服左腕側に付けて登園させてください。
・ 緊急時のみ当日受付いたします。
・ 利用希望者が多い日は、募集を終了させていただく場合もあります。
詳細は「ちゅーりっぷクラブ新規入会のお知らせ」をご覧ください。
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園への連絡について
園へ連絡がある場合は「れんらくアプリ」の「幼稚園への連絡」機能をご利用ください。
 今年度より連絡帳は個人情報紛失などの可能性を考慮して取りやめます。「幼稚園への連絡」機能は園長、副園
長、事務長、各担任が確認します。
 連絡は当日 7 時 50 分までにお願いします。（前日以前に入力可能です）
 日付は連絡に関する日に設定してください。
 確認のみの連絡になる場合があります。
 欠席などの連絡は「欠席・遅刻・早退・バス不要連絡」からお願いします。
 担任や園への相談などは今まで通り電話でもお受けいたします。

欠席連絡について（遅刻他含む）
 欠席連絡は「れんらくアプリ」を利用します。（p.10〜13 を参照）
 欠席、遅刻、バス乗車の有無（登降園ともに）の連絡は必ず 7 時 50 分までに「れんらくアプリ」にてお知らせ
ください。
 緊急の場合および締め切り時間以降は電話（03-3653-4726）でお願いします。
 「れんらくアプリ」は出席簿に直結しているシステムです。できる限り「れんらくアプリ」の使用をお願いいた
します。

忌引について
親類がお亡くなりになったときの忌引きの日数（連続）は以下の通りです。この期間は欠席ではなく公欠となります。

① 父母

７日

②兄弟姉妹

３日

③祖父母

３日

④伯父・伯母

１日

自由登園について
 夏期保育、雪などの災害時、その他幼稚園が定めた日は自由登園になります。自由登園は、通常保育ではないた
め、保育日数外となり、休んでも欠席扱いになりません。
 災害（台風他）などの場合は「れんらくアプリ」で通常保育か自由登園か、休園かの連絡をいたします
（バスの運行の有無を含む）。
 雪などにより急に自由登園日となった場合は状況により登降園時間やバスの運行の有無などが変わりますので、
「れんらくアプリ」を必ず確認してください。（p.10〜13 を参照）
 雪などの場合、通常保育になった場合でも、通園路の状況などを検討して登園を決定してください。

健康状況調査票、薬の服用について
健康状況調査票はお子様の幼稚園での健康管理、発達支援のために年度初めにご記入頂きます。医師から処方さ
れた薬は、保護者の承諾なしでは幼稚園で与えることはできませんので、処方された薬を園で薬を飲ませて欲しい
場合は健康状況調査票の「承諾」に○をしてください。（継続投与だけでなく、風邪等で処方された場合も含む）
 医師の指導により、保育時間内に服用が必要となった薬（処方薬）及び塗り薬は、クラス名、氏名、使用方法などの説明を
添付し、担任もしくはバスの添乗員、職員室に渡してください。（説明文とバラバラにならないように袋に入れてくださ
い。）なお、市販の薬は服用させることはできません。
 熱性けいれん、アレルギーなどで幼稚園に常備すべき薬がありましたら、薬にクラス名、氏名を記入し、薬を入れる袋にも、
クラス名、氏名、管理・使用方法を記入し、担任に渡してください。
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 幼稚園での治療は、検温、消毒液、熱冷まし用シップ、かゆみ止めです。幼稚園だけの判断で、点眼や飲み薬を飲ませるこ
とはいっさいいたしません。
 アレルギーに関しては調査票に詳細に（アレルゲンになる食材や対応など）お書きください。また必要に応じて医師からの
診断書を添付してください。

登園許可書
感染症に罹患した場合は出席停止となります。登園する場合は医師による証明として、幼稚園所定の「登園許可
書」を提出していただきます。（「登園許可書」は幼稚園、園バスに常備、ホームページからもダウンロード可）胃
腸炎など、感染性のものかどうか判断できないものは必ず医師と相談してください。
代表的な病名

登園停止の期間

1

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

2

百日咳

3

麻疹（はしか）

4

流行性耳下腺炎（おたふくかぜ）

5

風疹（三日ばしか）

発疹が消えるまで

6

水痘（水ぼうそう）

すべての発疹がかさぶたになるまで

7

咽頭結膜熱（プール熱）

8

結核

伝染のおそれが無いと認められるまで

9

腸管出血性大腸菌感染症

伝染のおそれが無いと認められるまで

10

流行性角結膜炎

伝染のおそれが無いと認められるまで

11

急性出血性結膜炎

伝染のおそれが無いと認められるまで

12

溶連菌感染症

13

伝染性紅班（りんご病）

14

手足口病

熱が下がって口内炎が消えるまで

15

ヘルパンギーナ

熱が下がって口内炎が消えるまで

16

その他の伝染病

医師と相談の上、決定

特有の咳が消失するまで又は５日間の適正な抗菌性物質製材による
治療が終了するまで
解熱した後、3 日を過ぎるまで
耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が始まった後五日を経過し、かつ、
全身状態が良好となるまで

おもな症状がなくなった後 2 日を過ぎるまで

治療開始 1 日をすぎ全身状態がよくなるまで
発疹以外の症状がなくなるまで

保育料他引き落とし
保育料他引き落とし・・・毎月 11 日（土日の場合は月曜日）
 引き落とし日前に口座残高をご確認ください。
 本年度の就園奨励費（※1）は確定されてないので、しばらくは負担軽減補助金（※2）を差し引いた金額他の
引き落としとなります。詳細は後日、補助金申請時に配布する手紙をごらんください。なお、年長組は卒園積
立金が加わります。（1,000 円予定

5 月または 6 月より加算します）
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【金額詳細】
保育料（年中長 30,000 円、年少 31,000 円）－江戸川区補助金 26,000 円
＋教材費 700 円＋冷暖房費 500 円＋父母会費 300 円＝年中長 5,500 円、年少 6,500 円

学年

朝日信用金庫より引き落とされる金額

年中・年長組

5,500 円（バス利用者は+3,250 円）

年少組

6,500 円（バス利用者は+3,250 円）

※1 就園奨励費・・・国からの補助金で所得に応じて補助金の有無及び金額額が異なる
※2 負担軽減補助金・・・江戸川区の補助金

26,000 円

保険について（平成 29 年度実績）
幼稚園では万一の事故に備えて全園児に下記の保険に加入します。
（単位：円）

掛

金

園負担分

保護者負担分

1.団体傷害保険（全日私幼）

７００

７００

０

2.賠償責任保険（全日私幼）

１０５

１０５

0

3.災害共済保険

２７０

１０８

１６２

1.2.全日本私立幼稚園連合会

団体傷害・賠償責任保険

3.日本体育・学校健康センター災害共済保険

 万が一、園での活動中に事故等でケガをした場合は江戸川区の「乳幼児医療費助成」を利用いたします。その助
成範囲を超えたと江戸川区が判断した場合に上記の保険が適用されます。
 日本スポーツ振興センターの保護者負担は、「６割から９割を保護者が負担」と決められていますので、６割を
負担していただきます。
 運動会、土曜プログラムでは全父母、園児対象の一日保険に加入しています。（全額、園負担）

住所や通園方法等の変更について
 住所、電話番号、通園方法、緊急連絡先（携帯電話番号）等が変更した場合は、幼稚園指定の「変更届」を提出
してください。
 「変更届」は幼稚園ホームページからもダウンロードすることができます。
 特に通園バス利用につきましては利用料が発生しますので、お早めにお知らせください。
 退園が決定した場合は、所定の用紙の提出をしていただきますので、決まり次第、園に連絡をお願いいたします。

土曜コミュニティプログラムについて
地域や家庭を支援する目的で「土曜コミュニティプログラム」を実施しています。在園児、卒園児はもちろん地
域の方々にもご利用いただけるプログラムです。開催日、内容等につきましては、年間行事予定表をご確認の上、
ぜひご参加ください。（時間などは事前に手紙でお知らせします。）
 すべて無料です。
 土曜日コミュニティプログラムは、行事ではなく任意参加のプログラムです。
 子どもだけの参加はできません。また、子どもの掌握は各ご家庭でお願いいたします。
 日程・内容に関しては変更の可能性もございます。
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絵本貸し出し「ひがしいちのえ図書コーナー」について
○喜三記念館 2 階、ホールに貸し出し用の絵本、書籍を用意しております。
＜貸し出し場所＞

喜三記念館 2 階、ホール

＜貸し出し日時＞

月～金（朝：8 時 30 分～9 時

保育中のため喜三記念館２階のみ）

月・火・水（午後：2 時～2 時 30 分

午前保育の日は１１時半〜１２時

ホールも可）

幼稚園休園日を除く
＜貸し出し期間＞

1 週間（次週が休園の場合は次回の貸出日まで延長）

＜貸し出し方法＞

絵本を選び、貸し出しノートに必要事項を記入してください。

（喜三記念館２階と職員室に貸し出しノートがあります。ホールの絵本の貸し出しの際は職員室にお声掛け下さい。）


専門スタッフはいません。ご自身で貸し出し管理をお願いいたします。



貸し出し・返却は子どもではなく、保護者が行ってください。



在園児保護者のみを対象とさせていただきます。



バスコース利用の方は添乗員に返却することもできます。

写真販売（スナップスナップ）について
○幼稚園で撮影した写真をホームページ上で閲覧、購入できるサービスです。
（運営：株式会社フォトクリエイト「スナップスナップ」）
○幼稚園の職員とプロカメラマンが撮影した写真それぞれ料金が異なりますので、ご注意ください。

料金（L 版・他のサイズはサイトを確認ください）
職員撮影

8４円（1 枚） 左記金額販売期間

プロカメラマン撮影

125 円（1 枚） 左記金額販売期間

平成３１年 4 月末まで
掲載後 1 ヶ月

（送料別。上記販売期間を過ぎても、閲覧、購入は可能ですが、料金が変更します。）

スナップスナップ URL

http://snapsnap.jp/

・ 詳しくは後日配布の別紙「201８年度写真購入スクールパスのご案内」の冊子をご覧ください。
・ 昨年度登録している方も本年度のスクールパスを入力してください。
・ 携帯電話、スマートフォンからの購入可能です。（但し、パケット代がかかります）
・ スナップスナップの写真は外部には公開していません。（スクールパスは外部に漏らさないでください）
スナップスナップ問い合わせ先：株式会社フォトクリエイト（平日 10 時～18 時）
電話 03-5909-5880

Fax03-3348-5105

メール support@photocreat.co.jp

緊急連絡他について
災害や緊急時、運動会などの実施の有無など園からの連絡方法として「れんらくアプリ」を使用します。詳細は
利用登録用紙と p.10 以降をご覧ください。
【配信の内容について】
・ 悪天候による休園、自由登園、バスの運行停止などのお知らせ
・ 天候による行事の中止のお知らせ
・ 学級閉鎖などのお知らせ
・ 園バス利用者へ各コースの遅延情報のお知らせやその他、園が必要と判断した情報など
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保育時間中の安全対策
 幼稚園に来園する場合、ネームホルダーの着用をお願いいたします。
 保育中は常に施錠しております。保育中の来園は東門のインターホンを押してください。
 バス駐車場の門はバス乗車時以外施錠。原則出入り禁止になります。
 幼稚園保護者の東一の江保育園こすもす側の門からの出入りはできません。
（こすもすに弟妹がいる場合を除く）

家庭での防犯対策のお願い
 友だちの家に遊びに行く場合や公園で待ち合わせて遊ぶ場合でも、必ずお互いのご家庭が連絡を取り合って下さ
い。親の知らない間に一人でいくことのないようにしてください。
 決して一人や小さな兄弟姉妹だけで公園や道路では遊ばせないで下さい。
 知らない人に絶対に付いていかないよう指導してください。

警戒宣言発令時及び地震、火災、事件等の対応措置
 警戒宣言発令時は臨時休園とし、地震、火災、事件等が保育中にあった場合は「れんらくアプリ」、園ブログに
て伝達します。（災害時連絡できない場合もございます。）連絡の有無に限らず幼稚園まで迎えに来てください。
 保護者が引取りできない場合は、登録した方に園児を引き渡します。（別紙引き取り登録申請書参照）
 バス乗車中に災害があった場合は、近隣の学校他に避難いたします。

台風、積雪などの悪天候による保育の実施について
 午前 7 時の時点で東京都もしくは江戸川区になにかしらの「警報」が発令された場合は臨時休園を検討します。
 警報が発令されていない場合でも、悪天候などにより保育が困難な場合、園の判断により休園、自由登園、
バスの運行停止などの判断をいたします。（p.5 参照）
 保育の実施の有無他の連絡は「れんらくアプリ」を使用します。（p.10〜13 を参照）

安全に対する参考資料
幼稚園

緊急連絡先

info@hik.ed.jp

小松川警察署：3674-0110

葛西警察署：3687-0110

小岩警察署：3671-0110

江戸川消防署：3656-0119

葛西消防署：3689-0119

小岩消防署：3677-0119

江戸川防災ガイド：http://www.city.edogawa.tokyo.jp/sec_bousai/index.html

東一の江幼稚園 個人情報保護方針
教育機関として本園では、園児およびその保護者、教職員にいたるまで多くの個人情報を扱っています。これら
の個人情報の不正使用や流出を防ぎ、それを適切に使用していくために、本園は、以下のことを守り、個人情報保
護への取組みを継続していきます。
１）個人情報保護の重要性の認識と､継続的改善を図ります。
教職員は、個人情報保護の重要性を認識し、園児および保護者、卒園児等の個人情報を適切に利用し、これを
組織的に着実に運用し、これらを維持し、継続的に改善していきます。
２）個人情報の収集・利用を適切に行います。
園児および保護者、卒園児の個人情報の収集は最低限のものとし、その利用は幼稚園内の必要な活動や運営に
のみ利用し、それ以外への提供や利用は一切行わないものとします。
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ご家族や他の保護者にも、幼稚園から個人情報をお伝えすることはいたしません。
３）個人情報保護のための安全対策を実施します。
個人情報の正確性および安全性を確保するため、情報セキュリティ対策をはじめとする安全対策を実施し、個
人情報への不正アクセス、紛失、破壊、改ざん並びに漏えい等の予防および是正に努めます。
４）法令・規範を守ります。
個人情報の取り扱いにおいて、当該個人情報の保護に適用される法令およびその他の規範を守ります。また、
卒園後は指導要録など法令に基づき保管義務が発生するもの以外の個人情報はすべて破棄いたします。

ホームページ・ブログ、取材、出版他

写真の利用について

○本園では保育中のお子様の写真を以下に活用する場合があります。
「保護者、内部のみ」の場合は特に加工をせず
に撮影、掲載しますが、外部に公開するものは個人が特定されないようにいたします。
（名札などをうつさない）掲
載他してほしくない場合は、幼稚園までお申し出ください。
掲載場所・媒体

内

容

公開範囲

ホームページ・ブログ

園の保育の紹介他

外部公開（顔を撮影しない）

スナップスナップ

保護者※１対象の写真販売用サイト

保護者、内部のみ

※１

れんらくアプリ

保護者

対象に保育の様子を伝える

書籍、講演他

園長が外部での講演や著書、雑誌などに

保護者、内部のみ
外部公開※2

利用、掲載
その他、保育に必要な場合に写真を使用いたします。（園内のみ）
※1 保護者だけでなく、おじいさま、おばあさまが閲覧や購入する可能性があります。ただし外部の人はみられません。
※2 顔が掲載される可能性はありますが、個人が特定されないようにします。

・ ホームページアドレス・・・www.hik.ed.jp
・ ブログ・・・http://higashi-ichinoe.blogspot.jp/

SNS の利用他について
 個人ブログ、Facebook、Instagram などの SNS にて他のお子様、教員を掲載するのを禁じます。
 スナップスナップやれんらくアプリの写真を SNS や他の人に転送、閲覧させることを禁じます。

れんらくアプリについて
「れんらくアプリ」を通して以下のことをいたします。
・メール一斉配信システム（緊急連絡網の代わり）

・欠席他、バス不要の連絡

・バスの運行状況の確認

・預かり保育申し込み

・園への連絡（本年度より新規

p.5 参照）

・「週のたより」など園からの配布物確認（一部除く）
・保育の様子を写真などで見ることができる

その他

※「週のたより」などの配布物は、これまで通り、紙面で配布もいたします。

【れんらくアプリ登録方法】（参考）
※進級園児の登録は必要ありません。また新入園児ですでに登録している人は再度登録の必要もありません。
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 「利用者登録用紙」を参考に登録をしてください。
 「システム利用コード」は保護者により異なります。第三者に見られないようにしてください。
 兄弟が在園している場合は「システム利用コード」は一つになります。
 携帯電話、スマートフォンどちらでも利用していただけます。
 スマートフォンで登録する場合は、「れんらくアプリ」をダウンロードしてください。
 スマートフォンで「れんらくアプリ」を利用する場合は、一斉配信メール他はアプリ内に届くことになります。
（アプリの通知設定をオフにしないようにしてください。）

【れんらくアプリの利用に係る費用】
アプリ他すべて無料になりますが、携帯電話、スマートフォンへの受信に係るパケット代等の通信料などは受信す
る側の負担となります。（お持ちの携帯電話ご利用料金プランにより異なります。）

【れんらくアプリ利用方法他について】
連絡や申し込みは締め切り時間が設けられていますのでご注意ください。締め切り時間が過ぎた場合は電話などで
受付をいたします。
・欠席他・バス不要連絡
・園への連絡

当日朝 7 時 50 分まで

当日朝 7 時 50 分まで

・預かり保育申し込み

前日 15 時（人数超過の場合、使用理由によりお断りすることがございます。）

○登録や利用方法については以下を参考にしてください。
参
れんらくアプリ概要説明

照

先

・p.12 参照
・http://buscatch.com/i_guidance2/hik/
（POINT7「登園降園時の打刻・入退室管理機能」は使用しません）

登録手順

・利用登録用紙（別紙）
・スマートフォンの場合：「①アプリ利用者登録方法」（p.12）
・スマートフォン以外の場合：
「④スマートフォン以外ガラケー利用者登録方法」（p.13）
・http://buscatch.com/i_guidance2/hik/

欠席・バス不要連絡方法

・スマートフォンの場合：
「③スマートフォン利用者欠席・遅刻・バス不要連絡方法」（p. 12）
・スマートフォン以外の場合：
「⑤スマートフォン以外ガラケー利用者欠席・遅刻・バス不要連絡方法」
（p.13）

メール受信拒否解除方法
（アプリを使用しない場合）

・http://buscatch.com/i_guidance2/hik/
（メール受信マニュアル参照）
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幼稚園付近の駐輪場所・方法について
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