６月は雨が多い季節です。カエルやかたつむりは雨が大好き。
でも子ども達は、外で遊ぶのが一番好きです。幼稚園のお子様は、真夏を思わせるような太陽の下でも元気いっぱい。
きっと幼稚園に入る前のお友だちも同じですね！
今から一日入園のお天気を、
「てるてる坊主」にお願いをしています。
どうぞご近所に来年幼稚園に入る方がいらっしゃいましたら、皆さんおそろいでお出かけいただき、園庭の遊具でたくさん遊んで下さいね。

一日(体験)入園

一日入園 同日開催 ※3/3 除く

園庭開放併催
5/27（土) 第２回 6/24(土) 10:30 受付 約 40 分間

親子体験教室
Let’s try たけのこ教室
10:00 受付 約 40 分間

今後予定 9/9・10/14・3/3 別途後日案内
☆ 英語、体育、製作など 皆で遊ぼうね
※ 毎回内容は異なる。

定員 18 名 申込制 予約受付中
☆ リズム遊び・英語・製作など
※ 毎回内容は異なる。

☆ 12:00 頃 降園スクールバス運行。
☆ 随時当日までに申し込み 定員になり次第締切
Mail・Fax の場合未着信等の責任は負えません。

園庭開放 11:00～14:00 ～どうぞお出かけください～
上記一日入園併催プラス 6/10 10/21 2018.1/13 2/10
Ｐ ､水道､トイレ､遊具もＯ Ｋ ！お弁当持ってﾋﾟｸﾆｯｸ気分でＧＯ !

公開保育 ７/7(金)

第２回 9/15 予定 ※内容は異なる

※公開保育 2 回出席で優先入園。
9:30～ 受付開始/雨天の場合は 10：10～

って何？

10:00～ 体育参観(雨天の場合 10：00～お出かけください) 変更は携帯 HP で

我が子３人の子育てに家内と奮闘中の

10:35～

公 開 保 育 (プールサイドでの撮影、携帯電話の使用禁止)

「園長ブログ」です。

11:10～

園長より本学園の教育方針、子育て、親育ちに大切なお話をします。

為になる情報もたくさん！

12:15～

ﾗﾝﾁﾀｲﾑ/昼食は各自準備ください。ﾎｰﾙをﾋﾟｸﾆｯｸｴﾘｱに開放！
津ママ相談所開設。現役ママに何でも相談ｺｰﾅｰ

個人情報登録の必要無。
約 300 人がすでに

登録！

※ 幼稚園の様子を見ていただくための公開保育です。

Penguin 組 ６月より満３歳児クラス開講!!
満３歳児入園、編入園について：３歳になる誕生月から幼稚園に入園する制度。(平成 12 年より認可)
少しでも早く集団生活を経験したい､兄姉が通園しているうち通園したい等お考えの方、近年、満３歳児入園をされる
お子様が増えています。
満３歳児入園のお子さんは伸びます！詳細は園まで。

できる！できない？は問題ではありません。
津久井浜学園が大切にしている事は・・・
できるように「取組む気持ち」です。
シングルエイジ:0-9 歳をどのように過ごすか？
この時期は、お子様の将来の成長に、大きな影響を持つと津久井浜学園は考えています。
幼稚園の集団生活は｢まだチョッと心配？｣の方は、
入園準備段階の２・３才児様を対象としたなかよし教室（お子様のみ週２日）
。
1～３歳のお子様は、たけのこ教室（保護者様とご一緒、週 1 回）でしたら安心です。
「たけのこ教室」→「なかよし教室」とお子様の成長に合わせてステップアップも可能です。
お友達や先生と仲良く遊ぶ、日々の集団活動の中で、いろいろな経験を重ねていきます。
同年齢児との関わりが無いお子様も、少しづゝ社会性を伸ばし、「自分のことは自分でしよう」という、
望ましい姿勢や基本的な生活習慣も育ち成長していきます。
幼稚園、幼児教室は大切にお育てになられたお子様が、初めて関わるご家庭以外の環境です。
どうぞご納得がいくまでお尋ねください。大切なお子様の更なる成長のお手伝いが私たちの喜びです。

・入園申込み
随時 除：土日休日。定員に達した場合〆切。
・入園金
20,000 円（当園入園時に、全額入園料に充当）
・お道具代
約 4,260 円 クレヨン 粘土等:園指定品（当園入園の際に使用可）
合計 24,260 円納入。
直接幼稚園に願書提出。電話･FAX･ﾒｰﾙ等不可（継続者は除く）
優先入園制度：両教室の入園者様は 津久井幼稚園入園時願書優先受付可
各教室とも回数の少ない月も月謝は同額。年間の保育数を月ごとに分納していただくとお考えください。
中途入園の方の月謝も上記の通りです。
（8 月は各教室とも行ないません。月謝は不要）
月曜ｸﾗｽのみ：保護者様と参加
対

象

定員と実施日

1 才～３才児（親子教室）
各２４名

毎週 月曜日：5 月～

ファーストクラス(主に 1 歳児対象 ※)
9:00～10:30

※詳細は別紙参照

セカンドクラス(主に２歳児対象 ※)
11:00～12:30
通

園

保護者様と一緒に参加。
※ お子様の成長につれ、週２回の「なかよし教室」へ移動可。(空きのある場合のみ)

月

謝

毎月 3,500 円(消耗教材費を含)

火木ｸﾗｽ・水金ｸﾗｽ：お子様のみバスで通園
対

象

定員と実施日

２才児・３才児：オムツが取れていること。5 月～始業
火・木曜日ｸﾗｽ(なかよし 1.2 組)

定員/36 名

水・金曜日ｸﾗｽ(なかよし 3.4 組)

定員/36 名

※ 他にﾊﾞｽ乗車定員有。ｸﾗｽ定員内でもﾊﾞｽｺｰｽにより受付不可の場合有。
※ 申込み多数の場合は、先着順。
※ ５月から、週２日共に平常保育。
※ 行事等に午前保育になる場合があります。振替はありません。
通

園

スクールバスにて登降園/津久井幼稚園ﾊﾞｽ路線内に限る。

月

謝

9,000 円/月(消耗教材費を含) 1,000 円/月ｽｸｰﾙﾊﾞｽ協力費。(利用者様のみ)

慣れて、毎日
幼稚園に行き
たくなったら…

慣れたら…
おむつが
取れたら…

ママと一緒に
たけのこ教室

なかよし
教室編入

満３歳で
３年保育編入
または入園

満 3 歳児入園について
「満 3 歳になった時点で、幼稚園入園の資格が得られます」
「なかよし」
「たけのこ教室」に入園後、満 3 歳になられたら、途中からの入園も可能です。

就園奨励費
満 3 歳児は、就園奨励費の対象です。
就園奨励費とは、幼稚園を通じ保護者様の住所のある行政（横須賀市、三浦市等）へ申請します。
保護者様の所得によって、約 62,200 円～308,000 円支給されます。
所得が高い方には支給されません。また幼稚園在籍期間によって支給額が異なる。
「なかよし」
「たけのこ教室」は就園奨励費の対象となりません。

津久井幼稚園 プールの日
2017 年は 6/19～

津久井のプールはここが違う！
幼稚園のプールは・・
仮設組立式がほとんど
→津久井は常設のプールです
薬剤で浄化し数日間、水を使いまわしがほとんど
→津久井は毎日水を入れ替えます
気温、水温毎日チェック。
さらに、塩素で水質管理！
プールのふちにはクッション材を設置。万が一の転倒
時の怪我を防ぎます。
さらに、排水溝も 2 重設計、だから「安全」
「安心」

ローソン様

幼

P

携帯サイトにも
地図あり↓

P
P

へいろうそば店

様
法蔵院前

長女が高校、長男が中学に入学した年のことです。
わが子の成長、とりわけ次のステップに上がることは親にとって、至福の喜びです。
ゴールデンウィーク前、預金口座残高を見て「なんでこんなに減っているの？」と驚きました！
家内に聞くと「制服、学用品、そして部活のユニフォーム」に費用が掛かった。と聞きました。
幼稚園に入園されるご家庭も、同じ。入園料、制服、道具代、そして入園式に着るママの洋服代。
もろもろ出費がかさみます。
学園資金について会計士の先生に相談、
「津久井浜学園は多少余裕がある」とお返事をいただき、
「少しでもご家庭のご負担を少なく」と上記のように平成 26 年より/入園料を 20,000 円にしました。
なかよし、たけのこ教室に入園の方は、同教室入園時 20,000 円の入園料を納めていただければ、
幼稚園入園時の入園料負担は 0 円です。

★お問い合わせは下記まで
〒239-0843
横須賀市津久井１-12-28
mail：tkg1152@tsukui.ed.jp

TEL046-848-2414 Fax848-4415
http://www.tsukui.ed.jp/

日本一の幼稚園
日本一の幼児英語

検索

