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＜BLESS International School, Yakiyama＞

＜BLESS International School 焼山校＞
1・概要、規則
1・定員
37 名（0 歳児～5 歳児）

2・保育時間等
1）開園時間：月曜日から土曜日 7 時半～21 時
・短時間保育：9 時～15 時、延長 18 時半～21 時
・登降園時間は保護者の就労証明書に沿って契約致します。契約時間は厳守でお願いい
たします。遅れる際は必ずご連絡ください。また、連続して 10 分以上遅れる際は延長
料金が発生しますのでご了承ください。
（延長料金：￥100/30 分）
注）就労証明書の提出が 3 カ月無い場合は、退園となることがあります。
～慣らし保育～
1、2 歳児クラスの新入生は入園日から 1 週間は慣らし保育のお時間でお越しください。

1 日目

8:30～11:00

2 日目

8:30～11:00

3 日目

8:30～12:30

4 日目

8:30～12:30

5 日目

8:30～14:30

6 日目

8:30～14:30

2）休園日：日曜日、祝日、12 月 29～1 月 3 日
注 1）保護者のお仕事がお休みの日はお家でゆっくりお過ごしください。
注 2）欠席・遅刻・早退・延長の場合は午前 9 時までに園にご連絡ください。病欠の場合
は合わせて症状もお知らせください。
注 3）環境事項（保護者の勤務先・勤務時間・住所・電話番号・家族構成等）に変更が生
じた場合には必ず園にお知らせください。
注 4）産休・育休に入る場合には必ず園にお知らせください。
注 5）保育園を退園または転園する場合は、30 日前に必ず園にお知らせください。急な
退園の際は 1 か月分の月謝が発生することがあります。

3・登降園
1） 登降園については、各自で責任を持ち、事故のないようお気をつけください。
2）お車での送迎は可能ですが、駐車場の混雑を避ける為、駐車時間は 5 分以内とさせて頂
きます。
3） 1 歳児から全員各自で毎日の荷物整理を行います。子どもの自立を促す為、入り口で職
員にお子様をお預けください。
4）毎朝ご家庭で検温し、熱が 37.5℃以上あるとき、便が緩いとき、身体に異常があるとき
は、お預かり致しかねます。
5）登園時には、お子さまに食べ物やおもちゃなどを持たせないでください。
6）保護者以外の方がお迎えに来られる場合には、必ず事前に園にご連絡ください。
7）朝食は幼児期の正常な発育に不可欠ですので、必ずご家庭で毎朝朝食を摂るようお願い
いたします。 また、登園前に排便を済ませ、おむつを使用しているお子様はきれいな
おむつの状態で登園ください。

2・服装・持ち物リスト
すべての持ち物（おむつ含む）にローマ字で名前を書いてください。
・服装：園指定制服
・毎日の持ち物：体操服、赤白帽、おむつ、おしりふき、水筒（紐付き）
、ランチセット
（England クラスのみ）
、ひも付きタオル、連絡帳、BLESS バック
・週末に持ち帰り週明けに持ってくるもの：ふとん一式、歯ブラシセット、ピアニカ
（England クラスのみ）、クッキング用エプロン、工作用スモック
・園で保管するもの：着替え上下 2 セット、スーパーの袋 20 枚
・新学期（4 月、9 月）に集めるもの：雑巾 2 枚、箱ティッシュ 1 箱、トイレットペーパ
ー1 個
・一年ごと：災害用水（2 リットル）、非常食用おやつ１缶（賞味期限 1 年以上のもの）
※England Class：3～5 歳、Scotland Class：0～2 歳
※Cooking Class：6～9 月の最高気温 25℃以上の日は行いません。

3・入園に際して
1・月謝
入園金：￥21,600
施設管理費：￥3,000/月
年齢

月謝

おけいこ

1 日の昼食代

1 日のおやつ代

0歳

￥34,300

￥0

￥0

￥100

1歳2歳

￥34,200

￥8,000

￥0

￥100

3歳

￥29,500

￥8,700

￥0

￥100

4 歳以上

￥26,600

￥8,700

￥0

￥100

＊おけいこ内訳：インド式計算￥4,000、体操￥4,000、ピアニカ￥700
その他ロボット・プログラミング教室や英検対策講座など園児、小学生等を対象にした多
数のおけいこをご用意しております。詳細はお問い合わせください。（BLESS 生の割引
制度有り）

2・保育料振込先
名古屋銀行 高針支店 普通 3337036
イッパンシャダンホウジンブレス
＊前月末までにお振込みください。

3・提出書類
メールにてお送りいたします。ご家庭でプリントアウトをお願いします。
・入園願書
・誓約書
・緊急連絡先
・お母様の就労証明書
・入園前診断証
・児童記録票
・予防接種記録票
・協定書 2 部（こちらは入園後お渡し致します）
・乳児医療証、保険証のコピー
・支給認定（区役所よりお受け取り下さい）

4・プール教室について（England クラスのみ）
月 1 回、体操教室の時間に名東プールにて水泳を行います。
お迎えは 15 時半以降でお願い致します。（毎月バス利用料￥300 を集金袋にて徴収、返
金不可）
持ち物：水着、キャップ、ビニール袋、ゴーグル（ご自宅にあれば）
、タオルをプール用
バックに入れて園に保管致します。
April
September
January

23rd
10th
28th

May

28th

June

25th

July
December

October

22nd

November

26th

February

25th

March

11th

9th
10th

＊7 月と 8 月は週 2～3 回スクールで水遊びを行います（全園児対象）。持ち物は上記と
同じです。
（Scotland Class はスクールバックに全て入れて登園ください）

4・年間行事について（2018）
April
5th

Open school Ceremony(2～5 日は希望保育)

11th Easter event
May
8th

東山動物園 保護者同伴

14th

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
22nd Inti Raymi Festival（南米 3 大祭り）
July
18th International day 色々な国の衣装でお越しください
September
21st

Notting Hill Carnival（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
6th

運動会

31st

ハロウィンパーティー 仮装でお越しください

保護者は可能な限りご参加ください

November
27th

Thanks giving 祭り

December
21st

Christmas party

January
4th

New Year festival 餅つき大会

February
8th

ホーリー祭り 色のついた粉を掛け合うお祭り

March
4th

Hina doll Festival

15th

St. Patrick’s day 全身緑色のお洋服でお越しください

27th

Year End Party

＊動物園遠足：現地集合現地解散（北園門チケット売り場にて）
（入場料園児無料）
持ち物：手で食べられるパンやおにぎり（食べやすいものでご用意ください）、シート、
お手拭き、タオル、水筒（紐付き）
、赤白帽子、雨具

＜ブレス牧の原園＞
1・概要、規則
保育時間
開園時間
休み
普通保育
1.

月～土 7：30～18：30
日・祝・12/29～1/3
8：30～16：30
保育標準時間認定にかかる保育時間は 7 時 30 分から 18 時 30 分の範囲内で
園児の保護者が保育を必要とする時間とする。

2.

保育短時間認定にかかる保育時間は 8：30 から 16：30 分までの範囲内で園児
の保護者が保育を必要とする時間とする。上記以外の時間においてやむを得
ない理由により保育が必要な場合は、7 時 30 分から 8 時 30 分まで及び 16 時
30 分から 18 時分までの範囲内で延長保育を提供する。

延長保育にかかる利用者負担
項目

区分

金額

A 階層、B 階層

延長保育利用料

０円

C１~C３階層

１００円

C４～C１６階層

２００円

お子様が規則正しく過ごす事ができるよう毎日９時までに登園してください。
保護者のお仕事がお休みの時はご家庭でお子様とゆっくりお過ごしください。
保護者が土曜日に仕事になり、保育が必要な場合は前月の１０日までにお知らせくだ
さい。

登降園について


送り迎えは、決められた時間に必ず保護者が責任をもっておこなってください。登録
されている方以外の方がお迎えに来られる場合は、事前に連絡をしてください。連絡
がない場合はお引き渡しできません。



毎朝登園前に朝食をとり、排便をしてから、きれいなおむつで登園してください。



毎朝ご家庭で検温をして登園してください。熱がある時、体に異常がある時は病院で
診察を受けてください。保育中に 37.5 度以上の熱がある、または体調が悪い場合はお

迎えの連絡を致します。速やかにお迎えに来てください。


登園時に園に用意してある個々の用紙にお子様の健康状態などを記入してください。
（名古屋市からの指導により、５年間の保管が義務付けられています。）また降園時
には、園での健康状態を記入した内容を確認し、サインしてください。



連絡帳に園での様子をお伝えします。ご家庭からの連絡がある場合はご記入くださ
い。２冊目からはそれぞれご用意ください。

健康管理


食事前には手洗い、外から帰った後はうがいを心掛けてください。



排便は毎朝家でするように習慣づけてください。



便は健康状態の目安になりますので、よく観察し、消化不良、下痢便の時は気を付け
てあげてください。



早寝早起きを心がけ、必ず朝食を済ませて登園してください。



爪はこまめに切ってください。

2・服装、持ち物リスト
服装：動きやすく、自分で着脱のしやすい服
持ち物について（すべての持ち物に記名してください）
毎日・・・水筒(ひも付き)、ひも付きタオル、着替え、おむつ補充用、
食事用タオルエプロン３枚、連絡帳
週明けに持ってくるもの・・・バスタオル２枚(昼寝用)、帽子
園で保管・・・着替え上下２セット、スーパーの袋２０枚、おしりふき１袋、
室内履き、防災ずきん、歯ブラシセット、
乳児医療証(コピー)、保険証（コピー)
６か月ごと・・雑巾１枚、箱ティッシュ２箱、ビニール袋１箱
１年ごと・・災害用水（２リットルペットボトル１本）
、非常食用おやつ１缶
季節の行事ごとに必要になるものは別途連絡を致します。

3・入園に際して
保育料振込先
三菱東京 UFJ 銀行 星ヶ丘支店 普通 0260543
カブシキガイシャブレスインターナショナル

その他

住所・勤務先・連絡先など変更のある場合はすみやかにお知らせください。

ならし保育について
入園後、約１週間ならし保育があります。
８：３０～１１：００（給食なし）
８：３０～１１：００（給食なし）
８：３０～１２：００（給食あり）
８：３０～１５：３０（給食・ひるね・おやつあり）
８：３０～１５：３０（給食・ひるね・おやつあり）

＜2 校共通資料＞
1・災害時
1）台風のとき
・午前 6 時の時点で「暴風警報」が発令されている場合には、午前中は休園となります。
・午前 11 時の時点で「暴風警報」が解除された場合には、午後からの開園となります。
・午前 11 時の時点で「暴風警報」が解除されない場合には、終日休園となります。
・登園後に「暴風警報」が発令された場合には、できるかぎり早くお迎えに来てください。
・
「大雨・洪水警報」が発令され、地域的に危険が予測される場合には、登園を見合わせ
てください。

2）地震のおそれのあるとき
・登園前に「東海・地震注意情報」が発令された場合には、終日休園となります。
・登園後に「東海・地震注意情報」が発令された場合には、できるかぎり早くお迎えに
来てください。
・
「警戒宣言」が発令された場合には、休園となります。

3）地震時の園児の登降園について
1、
「東海地震注意情報」及び「警戒宣言（予知情報）」が発令された場合
①在宅時は、当園しないでください。
②登園中は原則として帰宅してください。（ただし状況によっては最寄りの避難所に避
難する）
③登園後は、速やかにお迎えに来てください。
・園内でのお迎え場所は、保育室を予定しています。お迎えの際は続柄・連絡先・避難
先（場所）などを聞きますのでご協力ください。

・保護者によるお迎えが遅くなる場合は、お子さまを園内で保護していますので、できる
だけ速やかにお迎えに来てください。
④「東海地震注意情報」および「警戒宣言（予知情報）
」の解除情報又は「安全宣言」が
発令された場合は、 暴風警報解除時に準じて保育園を再開します。
2、名古屋市で震度５以上の地震が発生した場合
①家庭で発生した場合
・登園せずに自宅待機してください。
②保育中に発生した場合
・速やかにお迎えに来てください。
・園内でのお迎え場所は、保育室を予定しています。お迎えの際は続柄・連絡先・避難
先（場所）などを聞きますのでご協力ください。
・保護者によるお迎えが遅くなる場合は、お子さまを園内で保護していますので、でき
るだけ速やかにお迎えに来てください。

2・給食、おやつ
当園では、専属の調理員が愛情を込めて毎日給食やおやつを手づくりします。基本的に
は、名古屋市が作成した栄養バランスに優れた献立に沿います。また、収穫した食材を使
って、子どもたちといっしょにクッキングも行います。
① 0 歳児・1 歳児・2 歳児には、午前 9 時ごろと午後 3 時ごろにおやつを提供します。
② 年少さん（3 歳児）以上には、午後 3 時ごろに手づくりのおやつを提供します。
③ 毎月献立表をホームページに掲載します。
・食物アレルギーの対応について
アレルギーや持病については、入園時に保護者より詳細情報をご提供いただき（医師記
入の書類の提示を求めます）
、園と相談のうえ、食物アレルギー対応給食が必要な場合は
集団給食のなかで可能な範囲の除去食を用意いたします。 症状によっては、園内での対
応が困難な場合もありますが、その際は個々にご相談いたします。 食物アレルギーの対
応食の実施にあたっては医師の指導に基づき、ご家庭と連携を密にしてすすめていきま
す。

3・病気、与薬、予防接種について
1) 毎日のお子さまの体調変化にはご家庭でも十分気を配ってください。
2) お子さまの体調がすぐれないときには、園への欠席連絡とともに、早めに医師の診察
を受け、回復するまでご家庭で療養してください。
3) 下記感染症の場合は登園できません。
「治癒証明書」の提出をお願いいたします。
＜第 2 種学校伝染病（結核を除く）＞
・インフルエンザ（鳥インフルエンザ(H5N1)を除く）
・百日咳 ・麻疹
・流行性耳下腺炎（おたふく風邪）
・風疹
・水ぼうそう
・咽頭結膜熱（プール熱）
4) 「予防接種記録票」には入園前の情報を全てご記入ください。
5) 与薬については、安全確保と事故防止のため、園指定の「与薬依頼書」をご提出いた
だきます。 薬の「受取」は必ず「手渡し」で行います。連絡帳ケースやかばんの中での
保管は、誤飲事故につながりますので厳禁とします。かぜ薬などの市販薬はお預かりでき
ません。

4・安全対策
1・不審者対策
1) お迎え
園児のお迎えを代理の方に依頼される場合には、保護者より事前の連絡が必要となりま
す。
2) 不審者情報
当園では他機関とも連携し、地域の不審者情報の収集に努めています。同時に、保護者の
皆さんからも情報を収集し、関係者全員で情報を共有します。
3) 不審者侵入防止訓練
年に 1 回不審者侵入防止訓練を実施します。園児の安全を守るための避難経路確保、不
審者撃退、通報等の訓練を職員全員で行います。

2・災害対策
1) 避難訓練：火災、及び地震を想定して毎月 1 回、年 12 回避難訓練を実施します。名
古屋市指導による防災訓練を実施し、通報訓練等も行います。
2) 防火管理者業務

① 避難訓練年間計画に基づき、毎月の避難訓練の計画を策定します。
② 避難訓練実施の結果を記録、保存します。
③ 日常の安全点検を実施し、職員へ指示を出します。
・ 家具等は転倒防止策を講じる。
・ 棚は重いものを下に収納し、重心を低くする。
・ 棚等に収納されたものが落下しないように策を講じる。
・ 燃えやすいものを撤去する。
④ 年に 2 回、自主点検し「自主点検チェックリスト」へ記入します。
⑤ 非常持ち出し品（避難リュック）
、非常備蓄品、防災準備品の点検を毎年実施し、園外
保育実施前にも確認します。
⑥ 毎月以下の安全点検を実施します。
非常備蓄品 □懐中電灯 □飲料水 □粉ミルク □オムツ □食料品
防災準備品 □消火器 □バケツ □汲置きした水 □靴
□シート □救急箱 □携帯電話 □金槌

□スコップ

⑦防災管理に関する要望や意見を各家庭や近隣住民より収集し協力体制を築きます。

3・事故防止
保育士は定期安全点検を実施し事故防止に備えます。まず、点検の対象となる建物、設備、
整理棚など対象物ごとに点検すべき事項を検討して「設備点検チェックリスト」を作成し、
職員全員で年に 2 回点検を行います。 これにより、点検漏れを防ぐとともに、潜在危険
を生じやすい設備・備品等に気づき、事故防止を徹底します。

4・事故発生時
1）報告・判断・説明
ケガ、事故発生時には、直ちに応急手当を実施すると同時に、報告・連絡を行い、ケガの
状態・程度・部位により医療機関を受診する必要性の有無の判断を的確に行います。ケガ
の大小に関わらず、お迎え時には詳しい説明と報告を行います。
2) 事故記録簿
実際に事故が起きた場合には、経緯・対応・処置・発生状況・受診記録・改善策を詳細に
記録し、これらの記録を基に、事故防止、安全対策について再検討し、以後の事故防止に
努めます。
3) 安全教育
安全に行動する態度・習慣・知識の育成を「日常の保育計画」に盛り込み計画的に行いま
す。年齢や発達段階に応じて、
「自身を守る」ために必要な判断力・体力・瞬発力・調整
力等を養うのに有効な遊び方、生活の仕方を工夫した保育を実践します。

5・衛生管理
当園では、以下の衛生管理を実施します。

１．児童の保健衛生
1) 登園時
・視診：顔色、体調、表情等の健康状態を観察します。
・口頭確認：保護者に家庭での様子を口頭で確認します。
・連絡帳：家庭での前日からの様子を確認します。
・検温：検温も含め園において子どもの体調を観察します。
・爪：爪が伸びていたら、保護者に切っていただくようお伝えします。
2) 保育中
・睡眠中：目顔（目や顔の表情）や呼吸の状態を観察します。風邪症状が見られる時には、
特に細かく観察します。
・食事中：食欲の有無などから健康状態を観察把握します。咀嚼（かむ）や嚥下（飲み込
む）が上手くいかない状況が認められる場合には、家庭とも連絡を図りながら問題を改善
していきます。
3) 身体測定
・実施回数：毎月身長・体重を測定し記録します。
4) 定期健診
・実施回数 ：歯科健診：年に 1 回（6 月）実施します。
・実施担当者：嘱託医

2・施設の保健衛生
1) 厨房の衛生管理
「衛生管理点検表」
「検食簿」を毎日記録し、調理師の服装チェック及び食材の温度チェ
ックを行います。
「取り扱い点検簿」は食材搬入時に記録します。
2) 消毒
園が定める以下 8 項目の「消毒方法」を遵守し、施設の消毒及び清掃を行います。
□手洗い□室内 □調理器具 □備品 □食器類 □リネン □厨房 □トイレ
3) 衛生点検 「衛生点検チェックリスト」に基づいて、園の消毒及び清掃、児童衛生環境
整備などの自主点検を年に 2 回実施します。

3・感染症対応
当園では、厚生労働省「保育所における感染症対策ガイドライン」に基づき感染症対応を

行います。
1) 早期発見
・早期発見：日頃から健康診断や観察により子どもの状態について正常時の状態を把握
し、異常を早期発見します。
・確認時：感染症の疑いがあれば、保護者にご連絡いたします。
2) 感染症の発生時
・保護者からの連絡：医師より「感染症」と診断された場合は、保護者より園へ速やかに
ご連絡ください。保護者からご連絡を受けた後、園では迅速に以下の対応をします。
①必要に応じて「発症状況」と「病気情報」を掲示する。
②必要に応じて全保護者に通知いたします。
3) 登園の再開 ：医師のサインが入った「治癒証明書」の提出をもって登園の再開となり
ます。
4) 感染症への配慮
・施設衛生管理：施設の定期的な衛生管理（前述）を実施します。
・調理 ：調理工程等における重要管理事項を定めた大量調理施設衛生管理指針を遵守し
ます。
・研修：調理師は食品の衛生管理に関する研修に積極的に参加します。
・検便：調理師は毎月実施します。
・手洗い：児童及び職員全員に対して手洗いを徹底します。

6・子どもの病気と休園の目安
保育所は乳幼児が集団で長時間生活を共にする場です。感染症の集団発症や流行をでき
るだけ防ぐことで、 一人一人の子どもが一日快適に生活できるよう、下記の感染症につ
いて治癒証明書の提出をお願いします。 感染力のある期間に配慮し、子どもの健康回復
状態が集団での保育所生活が可能な状態となってからの登園 であるようご配慮くださ
い。
（学校保健安全法施行規則第 19 条 第二種、第三種感染症）
感染症名

感染しやすい期間

登園の目安

麻しん（はしか）

発症１日前から発しん出現

解熱後３日を経過してから

後の４ 日後まで
インフルエンザ

症状が有る期間（発症前 24

発症した後５日を経過し、

時間から発病後３日程度ま

かつ解熱した後２日を経過

でが最も感染 力が強い）

するまで（幼児(乳幼児)に
あっては３日を経過するま
で）

風しん

発しん出現の前７日から後

発しんが消失してから

７日間くらい
水痘（水ぼうそう）

発しん出現１～２日前から

すべての発しんが痂皮化し

痂皮形成まで

てから

流行性耳下腺炎 （おたふく

発症３日前から耳下線腫脹

耳下腺、顎下腺、舌下腺の

かぜ）

後４日

腫脹が発現してから５日を
経過するまで、かつ全身状
態が良好になるまで

結核

医師により感染の恐れがな
いと認めるまで

咽頭結膜熱 （プール熱）
流行性角結膜炎
百日咳

発熱、充血等症状が出現し

主な症状が消え２日経過し

た数日間

てから

充血、目やに等症状が出現

感染力が非常に強いため結

した数 日間

膜炎の症状が消失してから

抗菌薬を服用しない場合、

特有の咳が消失するまで又

咳出現後３週間を経過する

は５日間の適正な抗菌性物

まで

質製剤による治療を終了す
るまで

腸管出血性大腸菌感染症

症状が治まり、かつ、抗菌

(Ｏ157、Ｏ26、Ｏ111 等)

薬による治療が終了し、４
８時間をあけて連続２回の
検便によって、いずれも菌
陰性が確認されたもの

急性出血性結膜炎

ウイルスが呼吸器から１～

医師より感染の恐れがない

２週 間、便から数週間～数

と認めるまで

ヶ月排出される
髄膜炎菌性髄膜炎

医師により感染の恐れがな
いと認めるまで

7・SIDS（乳幼児突然死症候群）
今まで元気だった赤ちゃんがある日突然死んでしまうＳＩＤＳ（乳幼児突然死症候群）は原
因不明の病気で、
「赤ちゃんのぽっくり病」と言われています。 この病気は世界中にみられ、
日本でも多くの赤ちゃんが命を落としています。
●ＳＩＤＳの特徴
① ほとんどが昼夜を問わず睡眠中に起こっています。

② 声を上げたり、もがき苦しんだりすることなく、スーッと亡くなってしまいます。
●ＳＩＤＳについて現在わかっていること
① 生後 2 ケ月の赤ちゃん（4～6 ケ月がピーク）から、2 歳ごろまで発症する可能性があ
ります。
② 日本ではＳＩＤＳで亡くなる赤ちゃんは「2,000 人に 1 人（年間約 600 人～700 人）」
と言われています。 また、生後 4 ケ月の死亡原因の 59％がＳＩＤＳとされています。
③ ＳＩＤＳの原因、遺伝するかどうかなどはわかっていません。
●気をつけるべきこと
① 赤ちゃんは「うつぶせ寝」をやめ、「仰向け」か「横向き」に寝かせる。
② 暖めすぎない。
（布団を掛けすぎない。布団を頭からすっぽり掛けない。
）
③ 妊娠中、並びに少なくとも生後 1 歳になるまでは、赤ちゃんの周りで喫煙しない。
④ できるかぎり母乳で育てる。
この病気はいつどこで発症するのかわかっていません。 お子さまをお預かりしている保育
内で起こるかもしれません。 当園では、ＳＩＤＳだけでなく窒息などの原因にもなりかね
ませんので、
「うつぶせ寝」ではなく、
「仰向け寝」 か「横向け寝」とします。 また、健康
チェックをこまめに行い、体調には十分注意して保育します。特に 2 歳までは細心の注意
が必要です。お子さまの体調がすぐれないときは、決して無理をさせません。

8・与薬届について
1. 主治医の診察を受けるときには、お子様が現在○○時から○○時まで保育園に在園して
いること、及び保育園では原則として薬の使用が出来ない旨をお伝えのうえ、なるべく朝・
夕の 2 回の与薬で済むよう、主治医とご相談ください。昼の与薬が必要な場合はその旨が
記載された処方箋をご提出ください。
2. お子様への与薬は、万全を期するため「与薬依頼書」に必要事項を記載していただき、
薬に添付して保育園の職員に直接手渡していただきます。本来は保護者の方が登園して与
薬いただくのが原則ですが、やむを得ない場合かつ保護者の方が登園できない場合には、保
護者と園側で話し合いのうえ、保育園の担当者が保護者に代わって与薬いたします。
3. 薬はお子様を診察した医師が処方し調剤したもの、又はその医師の処方によって薬局で
調剤したものに限ります。保護者の個人的な判断で持参した薬は、保育園では与薬できませ
ん。
4. 座薬の使用は原則として行いません。熱性けいれん等、やむを得ず使用する場合は医師

からの具体的な指示書を添付してください。
（初めて使用する座薬については対応できませ
ん。）尚、使用に当たっては、その都度保護者の方にご連絡しますので、ご承知ください。
5. 「熱が出たら飲ませる」
「咳が出たら・・・」
「発作が起こったら・・・」というように症
状を判断して与薬しなければならない場合、保育園としてはその判断ができません。その都
度保護者の方にご連絡することになりますので、ご承知ください。
6. 慢性の病気（気管支炎・てんかん・アトピー性皮膚炎・糖尿病などのように、経過が長
引くような病気） の日常における投薬や処置については、保育所保育指針によって、子ど
もの主治医又は嘱託医の指示に従うとともに、相互の連帯が必要となります。
7. 家庭から持参する薬について
（1）医師が処方した薬には必ず「与薬依頼書」及び「処方箋」を添付してください。
（2）薬は必ず園の職員に直接手渡してください。
（3）薬は一回ずつに分けてご用意ください。水薬も一回分ずつ容器に入れてください。そ
の後ジップロックのようなチャック付きの袋に薬と与薬依頼書を入れてください。
（4）袋や容器には必ず園児名と与薬の時間を記入してください。

＊名前はローマ字と日本語両方でご記入ください。

《与薬依頼書》

年

月

日

保護者氏名
依頼者
子ども氏名

主治医

病院・医院

持参した薬

年

月

日に処方された薬

病名
薬の内容

かぜ薬・ 咳止め ・ 整腸剤
（ 抗生物質 ） ・ その他（
（

量

薬の剤型
与薬する時

・

外用薬
）

）包

粉・液（シロップ）・外用薬・目薬・その他
食事の

前

・

後

その他
（

）

受領者
与薬者
備考
※１回分の薬に名前を記入し、チャック付き袋に入れ職員に手渡して
ください。
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〇1・About BLESS
1・Capacity of 37 students（0～5years old）
2・Time
1）
・Monday ~ Saturday 7:30～21:00
・Short time：9:00～15:00
・Drop off and pick up time must be followed by the certificate of employment.
Charge for extending will appear if pickup time after more than 10 minutes delayed.
*If the certificate of employment is not submitted for 3 months, the student will be
expelled from school.
2）Close：Sunday, public holidays, December 29th ～January 3rd
*Please contact the school before 9:00 am if the student will be absent, late, extending
or going home early.
*Please let us know if family information has changed.
*Please let us know before 30 days in case of leaving the school.

3・Drop off, Pick up
*It is possible to park at school parking for 5 minutes.
*When the student has fever which is 37.5℃ up or thereabout, please stay at home.
*We do not accept bringing toys or food from outside.
*Please let us know if person who are not parents will come to pick up.
*Please have breakfast and change to clean diaper before coming.

〇2・Belongings
Please write name on all belongings.
・Uniform：BLESS uniform
・Everyday：Gym uniform, Hat, Diapers, Wipes, Tea bottle with strings attached,
Lunch set(England class),Towel with strings attached, School diary, BLESS bag.
・Every Monday：Futon set, Tooth brush, cup, Pianica(England class), Apron for
cooking, Apron for craft.
・Keep at school：Changing cloths 2 sets, 20 Plastic bags.
・April and September：2 dust cloths, 2 tissue boxes.

・Once in a year：Water（2L plastic bottle）
、Emergency rations.
※England Class：3～5 years old、Scotland Class：0～2 years old

〇3・For Admission
1・Fee
Application Fee：￥21,600
Material Fee：￥3,000/month
Age

Fee

Lesson

Lunch/day

Snack/day

0歳

￥34,300

￥0

￥0

￥100

1歳2歳

￥34,200

￥8,000

￥0

￥100

3歳

￥29,500

￥8,700

￥0

￥100

4 歳以上

￥26,600

￥8,700

￥0

￥100

＊Lesson：Smart Math￥4,000、Gym￥4,000、Piano￥700

2・Bank for Transfer
Nagoya Bank, Takabari Branch
Bank Account:普通 3337036 イッパンシャダンホウジンブレス
＊Please transfer the fee until the end of the previous month.

3・Application Process
The following documents need to be submitted.
Please download them from our homepage.
・Application for admittance
・Written oath
・Certificate of employment
・Medical certificate
・Child record
・Immunization record
・Agreement（given by teachers）
・Copy of insurance card
・2 号 3 号 certificate(given by city hall)

4・Pool Class（England class）
Pool lesson takes place at Meito Swimming Pool once a month.
Please come to pick up after 15:30 pm.
School bus charge ￥300 is collected by BLESS collection bag
Belonging：Swimming wear, Cap, Plastic bag, Swimming glass and pool bag.
April

23rd

May

21st

June

18th

September

10th

October

22nd

November 19th

January

21st

February

18th

March

July

23rd

December 17th

18th

5・Purchases for Admission
GymUniform T-shirts￥2,728,Pants￥2,120

Emblem Big ￥850

WinterGymUniform1set ￥8,640

Emblem Small ￥750

Hat ￥1,500

Textbook（England Class）￥1,000

Bag ￥2,800

Passport case（England Class）￥500

＊Purchases need to be paid by cash only.

〇4・Annual Event（2017）
April

Opening school Ceremony
11th Easter event
May
2nd Higashiyama Zoo
15th Children’s Day
June
23rd

Inti Raymi Festival

18th

International day

July
September
22nd Notting Hill Carnival
October
7th Sports Festival
31st Halloween Party
November
27th Thanksgiving
December
22nd Christmas party
January
4th New Year festival
February
9th Holi Festival
March
3rd Hina doll Festival
16th St. Patrick’s day
27th (仮) Year End Party

〇5・Disasters
1）Typhoon, Earthquake

School Closed : Official announcement of storm warning, tsunami warning,
earthquake.
Please come to pick up immediately when a warning is issued.

〇6・School Lunch
① 0~2 years old: Snack time 9:00 and 15:00
② 3~5 years old: Snack time 15:00
③ Lunch menu is published on School Website every month.
Please submit a medical certificate of allergy if your child has any.

〇7・Disease, Medicine
It is not permitted to come to school when your child took an infectious disease listed
below. Please submit a medical certificate of recovery.
＜Infectious Diseases＞
・Flu（except H5N1）
・Whooping Cough ・Measles
・Mumps
・Rubella
・Chicken pox
・Pharyngoconjunctival fever

