
協議第３号

   市内教育・保育施設の卒園式及び入園式について

 このことについて、別紙のとおり協議する。

   平成 27 年 12 月 24 日     

小城市教育委員会 教育長 今村 統嘉     

報告理由

市内教育・保育施設の卒園式及び入園式の日程が決定しました。教育

委員に出席していただく必要がありますので、出席園についてご協議お

願いいたします。



期日 曜日 開式時間
卒園児
人数

祝辞 ２７年度 26 25 24 23 22 21

晴田幼稚園 3月15日 火 10時00分 29 有 伊東 山崎 飯盛 山崎 今村 塚原

三日月幼稚園 3月15日 火 10時00分 39 有 山﨑 上野 今村 江島 山崎 江島

芦刈幼稚園 3月15日 火 10時00分 23 有 上野 大庭 古川 今村 江島 今村

牛津ルーテル
こども園

3月19日 土 10時00分 29 無 上野 今村 西森 山本

認定こども園
牛津こどもの森

3月19日 土 10時00分 27 有 今村 西森 伊東 伊東 今村

小城ルーテル
こども園

3月16日 水 9時30分 49 有 久本 飯盛 山崎 古川

たちばな保育園 3月12日 土 9時30分 27 無 飯盛 伊東 上野 山本

さくら保育園 3月19日 土 9時30分 22 無 久本 上野 上野 西森

芦刈保育園 3月19日 土 9時30分 23 無 大庭 大庭 古川 古川

おひさま保育園 3月26日 土 10時00分 7 有

小城保育園 3月26日 土 9時30分 25 有 大庭 今村 山崎 西森 江島 山崎

岩松保育園 3月26日 土 9時30分 20 有 飯盛 飯盛 飯盛 山崎 西森 古川

三里保育園 3月26日 土 9時30分 16 有 今村 山崎 今村 江島 古川 山本

砥川保育園 3月26日 土 9時30分 23 有 山﨑 西森 西森 今村 山本 塚原

合計 268

入園式については告示及び祝辞はありません。

期日 曜日 開式時間 祝辞 ２７年度 27 26 25 24 23 22

芦刈保育園 4月1日 金 10時00分 無 大庭 大庭 古川 古川

たちばな保育園 4月1日 金 9時30分 無 大庭 飯盛 西森 山本

さくら保育園 4月2日 土 9時30分 無 今村 今村 上野 楠田

おひさま保育園 4月2日 土 10時00分 無 教育部長

岩松保育園 4月9日 土 9時30分 無 飯盛 上野 飯盛 古川 江島 山崎

小城保育園 4月9日 土 10時00分 無 上野 伊東 山崎 江島 西森 江島

三里保育園 4月9日 土 10時00分 無 保育幼稚園課長 西森 古川 山崎 古川 今村

砥川保育園 4月9日 土 9時30分 無 久本 山崎 伊東 今村 山崎 古川

認定こども園
牛津こどもの森

4月9日 土 10時00分 無 山﨑 今村 上野 西森 今村

牛津ルーテル
こども園

4月9日 土 10時00分 無 今村 山崎 山崎 西森

小城ルーテル
こども園

4月9日 土 10時00分 無 山﨑 西森 西森 山崎

晴田幼稚園 4月13日 水 10時00分 無 久本 飯盛 飯盛 山本 江島 今村

三日月幼稚園 4月13日 水 10時00分 無 飯盛 上野 今村 今村 山本 塚原

芦刈幼稚園 4月13日 水 10時00分 無 上野 大庭 古川 江島 今村 山本

小城市内保育園・幼稚園・認定こども園の卒園式・入園式

平成27年度　卒　園　式
各園から案内文を送付します。（告示及び祝辞の有無を記載します。）
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平成28年度　入　園　式


