BLESS

A)

病気

感染症 健康についての事項

１ 前日にお熱があって次の日の朝お熱が引いて登園された場合も必
ずお伝えください。
２ お熱は ３７．５度 以上出たらお休みください

International
Kindergarten
３ うんちが緩かったら何かの病気が感染する可能性があります。
スクールはお休み願います。

４ 飲み薬を先生にお願いする場合、病院で与薬届にサインしてくだ
さい。

５ 流行病に 5 人以上感染の場合 スクールは休校になります。
その場合は振替等は出来かねますのでご了承ください。
（補助金対象外スクールのみ対象）

C）登園・下校について
１

契約の時間は必ずお守りください。遅れるようでしたら次の予定

がありますので必ずお電話を入れてください。また、連続して 10 分程
度毎日遅れる方についてはその合計分を換算して料金を徴収します。
２ 先生からスクールの事でお話を聞きたい場合は時間より前にお越
しになってからお話ください。
６

完治したら病院でもらった完治届を提出してください。

７

半年に一度、委託病院にて検診があります。
（２０００円税別）

B）

プールについての健康に関する事項

３ こちらの都合上、延長等が出来ないときがありますのでご了承く
ださい。

D）

振替について（補助金対象外スクールのみ）

１
振替を希望される方は入記した時点でお月謝の１割増しでお
受けいたします。
２ 前もっての振替、または、お休みされた日から 30 日以上過ぎた振
替は出来かねますのでご了承ください。

１

お腹が緩いときは入れません。

２
３
４
５

風邪の時も入れません。
おむつの方はお水用おむつを着用ください。
体吹き用タオル プール用帽子を忘れずに持ってきてください
プールに移動するバス代は 1 回往復 200 円頂きます。

３ お休み連絡は当日朝 7 時までにスクールのアドレスにお休みの連
絡を入れてください。それ以降の振替は出来ません。
blessinternationalschool@yahoo.co.jp

E) 遠足について
１ バス利用料 500 円 東山の場合 当日キャンセルはバス代がかか
ります。

その他の遠足先で入場料・駐車場代として頂くことがあります。
２

遠足の時の持ち物

お手拭きティッ

F) 通常スクールデーの持ち物について
おむつ一式 おしりふき （スクールに随時保管になります） 水筒
スプーン はしセット、 ひも付きタオル 上靴 筆記用具 運動シ
ューズ
3 歳以上 ピアニカ
スクールに保管用お洋服 下着一式 （ジ
ップのついた袋に英語でお名前を書いて担任に渡してください） 布
団一式
寄付 雑巾２枚 箱ティッシュ１箱 入園の際、毎年４月と９月にお
願いします。
全ての持ち物に英語でお名前の記入をお願いします。

G) 入園の際に必要な購入品について
T-shirts \2728
Pants \ 2120
Hat \1500
Bag \2800
School Emblem Big ￥８５０

\70０

ワークブック ￥１０００～￥２０００
制服 上下 ￥未定

手でつまめるパン・おにぎり
おかず類・フルーツ類・タッパなどは持ち込み不可
ゼリー・バナナなどで代用ください １人用シート
シュ タオル 紐のついた水筒 スクールハット

Small
Attend Note \ 700
お道具箱セット \2429

補助金がまだ下りない間は通常の料金になります。
開所 9 時
閉所 18 時 延長 １０分 ￥１００
0 歳 ￥１００，０００
1歳
￥７０．０００
2 歳から ￥６０，０００
税別
入会金 なし 今回のみ
維持費 なし 今回のみ
補助金が下りた後
0 歳 ￥34,300 おけいこ代 ￥０
1、２歳 ￥３４，２００ おけいこ代 ８．０００円
3 歳 ２９，５００円
おけいこ代 ８，０００円
4 歳以上 ２６，６００円 おけいこ代 ８，０００円
おけいこ代は 体操教室 と インド式計算になります。

H) 2017 年 4 月からのお月謝 と
補助金が下りてからのお月謝について

I) インターナショナルスクールの稼働日数

一般の幼稚園で春・夏・冬休みは通常の保育に入りますので、その間
は日本人スタッフのみの保育となります。土曜日も外国人担任はつき
ません。

マナーレッスン 制服でお話を聞きます。おおむね 2 歳以上
ピアニカ
専任の講師がおおむね 2 歳から 6 歳までを週 3 回
指導します。
インド式計算
導します。
体操教室
導します。

専任の講師がおおむね１歳から 6 歳までを週２回指
専任の講師がおおむね１歳から 6 歳までを週２回指

＊ 中国語 レッスンとしてではなくお遊びとして楽しく専任の講師
が週に 1 度程度指導します。先生の都合でなくなる場合がございます

J) お迎えについて
保護者の就労証明書でお迎えの時間によります。
保育の必要のないお子様に関しては朝 9 時から午後 3 時までの保育に
なります。
3 か月たっても保護者の就労証明書がない場合 その後 3 か月したら退
園となる可能性があります。
保護者のどちらかが、有給の場合、９時以降にドロップ、午後３時ま
でにお迎えをお願いします。

K) スクールの主な活動について★

L) 企業主導型保育園の制度について
こちらは内閣府の補助金を受けて、認可と同じ基準の配置人数やその
他もろもろ認可と同じ基準です。しかし、枠組みとしては認可外にな
りますが補助金等は認可と同じです。ただし企業主導としているので、
企業がプログラム内容、保育内容、合否を担います。当スクールは企
業枠５０％以上、一般枠５０％以下となっており、企業枠に入る方は、

お勤めの企業で協定書というのを出していただくことになっておりま
す。

P) 年間行事について
April

M) 必要な書類
・ 協定書
・ 就労証明書 ホームページよりダウンロードお願いします
・ 入学願書
・ 入園に際して問題ない事が確認できる医師からの書類
・ アレルギーの方はその旨の書類一式

N) ならし保育について
ならし保育時間は各家庭と相談のうえ決定します。

O) スクールでの退園・休園について
１） 退園・休園時は 30 日前に必ずお伝えください。
それを過ぎると 1 か月分のお月謝が発生します。
２）

休会はお月謝の半分頂きます。(補助金対象外スクールのみ)

Open school Ceremony
（2017 年度はありません）
Easter event
May
Trip 東山動物園 保護者同伴 （可能な限りお願いします）
子どもの日 世界の子どもデー 子どもの日をお祝いします
June
インティ・ライミフェスティバル
July
インターナショナルデー 色々な国の衣装でお越しください
August
September
ノッティングヒルカーニバル（ヨーロッパ３大祭り） ドレスアッ
プしてお越しください
October
運動会 保護者は可能な限りご参加ください
ハロウィンパーティー 仮装でお越しください
November
Thanks giving 祭り
December
Christmas party
January
New Year festival 餅つき大会
February
ホーリー祭り 色のついた粉を掛け合うお祭り
March
Hina doll Festival

St. Patrick’s day 全身緑色のお洋服でお越しください
End Year Ceremony

います♪

Q) 入金先について

入金先
三菱東京 UFJ 銀行星ヶ丘支店 ふつう ０２６０５４３
株式会社ブレスインターナショナル

インティライミ

ホーリー祭り

ノッティングヒルカーニバル
インターンシップ受け入れ要綱
夏の期間にインターンシップ生を受け入れます。愛知県より要請され
た様々な国の学生がスクールに大勢来られます。その時は各国の文化
に触れられるようなインターナショナルパーティーを盛りだくさん行

R) ２０１７年４月入園の準備について
※ ３月１０日まで
★金額について
３月８日までにお振込みください。
１歳児 ７５．６００円
２歳児～ ６４．８００円
お昼代 １日２４０円 おやつ代１日１００円
日数×３４０円を一緒にお振込みください。
例 ４月分 ６，８００円 （月～金曜日のみの場合）
★メールまたは電話で体操服又は制服のサイズをお知らせください。
★メールまたはお電話で４月からの就労をお知らせください。
※ 入園１日目の提出書類
・就労証明
・医師から入園児に問題がない旨がわかる証明書 書式自由
時間について
今まで通り９時から１８時です
基本タイム ９時～１８時
延長 １０分１００円

※ 土曜日 補助金が下りるまでは土曜日希望者は別途金額がかかり
ます。
１日当たり ￥２８００
９時から１５時
お昼ご飯は出ませんので土曜日はお弁当持参願います。
月曜日から金曜日の早朝

延長については随時お尋ねください。

