
令和２年１２月吉日 

保護者各位 

 

蓮美幼児学園 本園 

 

送迎の取り決めについて（改訂） 

 

何卒ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

 

【全講座共通のおねがい】 

 ・エレベーターのご利用をなるべくお控えください。ご利用される場合は、４名以上乗り合わせないなど、 

適切な距離を保っていただけるようご協力をお願いいたします。 

 ・非常階段を 6 階まで開放し、使用可能といたします。 

 ・１階ホールにてお子様の受け入れ、引き渡しを行います。詳細は各講座の取り決めをご確認ください。 

 ・幼稚園からのバス送迎は通常通りございます。 

 ・授業後のお迎えは、授業終了時間後 5 分を過ぎますと一時預かり（有料）となります。 

 ・館内での飲食は禁止となります。 

 ・送迎の対応は１月１５日（金）までとしますが、延長される場合もございます。 

引き続きご協力をお願いいたします。 

 

 

●幼児教室 

・保護者の方はマスクの着用をお願いいたします。 

・引き続き、部屋ごとの時間差登園を行います。入退室時には、必ず手指消毒または手洗いをお願い 

いたします。 

・レッスンでは引き続き 0・1 歳児クラスでの円卓の使用をやめ、2 歳児クラスのみ円卓を使用します。 

・自由遊び、ローテーション、おもちゃの貸出は、引き続き中止とさせていただきます。 

・レッスン終了後はすみやかにお帰りいただくようお願いいたします。 

・ご兄姉の方の同伴は、極力お控えくださるようお願いいたします。 

《本園》 

・密を避けるため、登園時に 3 階まで非常階段の利用をお願いしますので、ベビーカーではなく 

抱っこひもでお越しください。（お子さま、保護者ともに上り下りしやすい靴でお願いいたします。） 

 止む無くベビーカーでお越しの場合は、山門前に置いていただくことになります。 

 盗難防止のため、鍵をおつけください。 

・リトル・キンダーより 11 時 50 分からのクラスをご受講の方のみ、３階でレッスン前に飲食していた

だくことが可能です。 

《京町堀》 

・4 階まで内階段をご利用ください。ベビーカーは玄関にお願いいたします。 

 ・京町堀ナーサリー在籍の方の送迎は、通常通り保護者の方にてお願いいたします。 

 

 



●リトル・キンダー 

【受け入れについて】 

・必ずマスクの着用をお願いします。 

・朝の受け入れは、9 時１歳児スズラン、９時 05 分１歳児コスモス、９時 10 分２歳児タンポポ、 

９時 15分２歳児チューリップとなります。各クラスの受け入れ時間の 5分後まではお待ちしますが、

５分を過ぎますといったん保育室に戻りますのでご注意ください。受け入れ時間に間にあわない方は

９時 40 分に職員が迎えに参りますので１階でお待ちください。 

早く来られた方は、１階でお待ちください。登園時間の記入は職員がいたします。 

・もし、時間に遅れて来られる場合は、必ずご連絡下さい。 

【幼児教室からリトル・キンダーにお越しの時】 

・10 時開始の幼児教室にお通いの方は、リトルにお預けせず直接 10 時に幼児教室にお越し下さい。 

・幼児教室を終了されましたら職員が引率いたしますので、お子さまを職員に預けてすみやかに 

お帰り下さい。 

・11 時 50 分からの幼児教室にお越しの方は、11 時 30 分に職員が 3 階にお子さまをお連れしますので、 

3 階でお待ち下さい。終了後は、リトルに戻るか戻られないかを事前に必ずご連絡下さい。 

【お迎えについて】 

・リトル・キンダー終了後は、1 階での混雑が予想されますので、お子さまをお渡しする時間を 

下記の通りとさせていただきます。 

1 歳児スズラン組 13:30       1 歳児コスモス組   13:40  

  2 歳児たんぽぽ組 13:50       2 歳児チューリップ組 14:00 

  上記時間のお迎え後は、すみやかにお帰り下さい。 

【延長について】 

・延長をご利用される場合は、毎回必ずお迎えの時間（30 分ごと）を連絡帳にご記入下さい。 

（例 16:00  16:30  17:00 等）  

・延長のお迎えの時間は必ずお守り下さい。お迎えの時間に職員が 1 階までお子さまをお連れします。 

 お迎え時間から 5 分後まで待ちますが、5 分を過ぎますと保育室にもどりますので、ご注意ください。 

【特別保育について】 

 ・特別保育時の登園については、全クラス 9：00、9：20、9：40 のいずれかの時間で 

  登園していただきますようお願いします。 

 ・お迎えは 14：00 とさせていただきます。 

 ・延長保育をご利用の方は、15：00 以降 30 分単位で申込ください。連絡帳に記入、または受入の 

  際に伝達いただきますようお願いします。 

●知能開発 

《本園》 

【受け入れについて】 

・授業前預りをお申込みの方は１４：３５までに、お申込みのない方は１５：００までに１階ホールに 

送っていただき、職員にお預けください。 

【お迎えについて】 

・授業解説は当分の間ございませんので、年少クラスは１６：４０、私立新年長（年中）クラスは 

１７：３０、私立小学準備（年長）クラスは１６：４０までに、また国立年中、年長クラスは 

１６：４０までに１階ホールまでお迎えにお越しください。 

   【集中講座について】 

 ・個別の案内に従い、送迎をお願いいたします。 

 



  《京町堀》 

【受け入れについて】 

・授業前預りをお申込みの方は授業開始３０分前までに、お申込みのない方は授業開始１０ 

 分前までに１階玄関に送っていただき、職員にお預けください。 

【お迎えについて】 

・授業解説は当分の間ございませんので、年少クラスは１６：００に１階ホールまでお迎えに 

お越しください。 

 

●ディスカバリークラブ 

【受け入れについて】 

・一時預かりをご利用の場合は事前にご連絡いただきますようお願いいたします。 

・幼稚園からのバス送迎は通常通りございます。 

【お迎えについて】 

・１階ホールまで職員が引率します。混雑を避ける為、下記の通りお迎えの時間帯を決めさせて 

いただきます。お手数ですが、必ず『おむかえ時間カード』をお子様に持たせていただきますよう 

お願いします。もしくはお電話でお知らせください。 

     15:00  15:30   16:00   16:30   17:00   17:20   17:40   17:50 

・お迎えの時間は必ずお守りください。お迎え時間から 5 分後までは、1 階にてお待ちしますが、 

5 分を過ぎますと保育室に戻り次の時間までお待ちいただくことになりますので、ご注意ください。 

 ・予定時間より早くなる、もしくは遅くなる場合（急遽も含む）、スタッフも少なく安全確保のため 

対応出来ないこともありますので何とぞご了承下さい。 

・課外教室の終了時間に、お迎えの場合も必ずお知らせください。お帰りの準備をして 

（荷物を持って）送り出しをさせていただきます。その場合は、課外教室の先生が引率 

 します。各講座終了時間、お迎え方法については、各講座の案内をご覧ください。 

   【集中講座・特別保育について】 

 ・最終ページの『ディスカバリークラブ特別保育・集中期間中の送迎について』をご確認ください。 

 

●アクト・ランゲージ・スクール 

 ・１歳親子教室のお母さまは、教室が７階となります。１４:０５までにエレベーターにて 7 階教室 

  までお上がりください。 

【受け入れについて】 

・授業前預りをお申込みの方は１４：３５までに、お申込みのない方は１５：０５までに１階ホールに 

送っていただき、職員にお預けください。 

 ・リトル・キンダー終了後にレッスンを受けられる方は、職員が引率いたします。 

 ・小学生以上のお子さまは、子どものみで教室までお越しください。保護者の入館は 1 階ホール 

  までとします。 

【お迎えについて】 

 ・レッスン終了後、１階ホールまで職員が引率いたします。お迎え時間は必ずお守りください。 

 

 

 

 

 

 

 



●ファン・アスレチックスクール 

●子どもアート教室 

●ピアノ教室・リトぴあらんど 

●えんぴつランド 

《4 講座共通》 

【受け入れについて】 

・授業開始 5 分前に職員が 1 階ホールにて受け入れを行います。 

【お迎えについて】 

・授業終了後、1 階ホールまで職員が引率いたします。お迎え時間は必ずお守りください。 

   【集中講座について】 

    ・授業開始 5 分前に職員が 1 階ホールにて受け入れを行います。授業終了後は 1 階ホールまで 

     職員が引率いたします。お迎え時間は必ずお守りください。 

  

●書道教室 

・エレベーターにて 8 階教室までお上がりください。授業終了後はすみやかにお帰りください。 

【ピアノ教室・子どもアート教室の分室でのレッスンについて】 

 ・登園・降園ともに分室１階入口前でお待ちください。 

  分室３階入口前が込み合うため、当面の間は現状通り分室１階入口前でお待ちくださいますよう 

  お願いいたします。降園時は、レッスン終了時間に分室１階入口前までお連れいたします。 

 ※遅刻・早退などの場合は、分室インターフォン（３０１呼出）を押してください。 

  



ディスカバリークラブ特別保育・集中期間中の送迎について 

(12 月 21 日～25 日、1 月 5 日～7 日) 

 

いつも当学園の教育保育事業にご理解、ご協力いただきありがとうございます。 

上記表題期間中の送迎の取り決めにつきまして、下記の通りご協力をお願いいたします。 

 

＜登園・降園について＞ 

安全管理上、受け入れ、お迎えは全て１階ホールにて行います。混雑を避ける為、スタッフが 

1 階に送迎する時間を決めさせていただいておりますので、いずれかの時間で登園・お迎えをしていただ

きますようお願いいたします。 

 

登園時間  ９:00 ／ 9:30 ／ 10:00 ／ 10:30 ／ 14:30 ／ 15:00 

 

・ 登園前のお子さまに 37.5 度以上の熱があるまたは、呼吸器症状がみられる場合は、登園をお控えく

ださい。登園されても、お預かりできない場合があります。 

・ 保育中、お子さまに発熱（37.5 度以上）等の症状が見られるときは、お迎えのご連絡をさせていた

だきます。 

・ 園に出入りされる方は、マスクの着用と手指の消毒をお願いします。職員もマスクで対応させていた

だきますのでご了承ください。 

・ 登園の際、お迎え時間をお伝えください。お迎え時間カードをお持ちの方はご記入いただきお子さま

に持たせてください。電話連絡でも可能です。 

 

降園時間 14 時 30 分以降に 30 分ごととさせていただきます。 

     14:30 ／ 15:00 ／ 15:30 ／ 16:00 ／ 16:30 ／ 17:00 

   17 時以降は 20 分ごととなります。 

   17:20 ／ 17:40 ／ 17:50  最終 18:00 

 

      なお、12/23(水)～25(金)の集中期間中の 17 時以降の延長保育のお迎えは 

      17:30 ／ 18:00 とさせていただきます。 

    

・お迎えの予定時間から５分間は 1 階にて待機していますが、5 分を過ぎても来られない場合は、６階

保育室に戻りますので、ご注意ください。 

・18 時以降の延長保育はございません。 

・急な予定変更には、対応できない場合がございます。時間に余裕を持ってお越し下さい。 

 

＜その他＞ 

・ 登園予定日で欠席される場合は、必ず連絡をしていただきますようお願いいたします。 

・ パドマ幼稚園の登園日等で、登園時間が大幅に変更になる場合も、事前にお知らせください。

連絡なく時間が変更になった場合、午前中の活動に参加できない場合があります。 

 

引き続き安全管理へのご協力をお願いするなかではありますが、子どもたちが安心して、 

楽しく元気に過ごせるよう取り組んでまいりたいと思いますので、ご協力をお願いいたします。 


