
三光幼稚園 各種お申込み

インターネットからの申込み方法のご案内

各種お申込み 専用Webサイト

https://sanko.k-rara.net/ict/

インターネット画面のこの部分
に上のアドレスを入力すると
専用Webサイトが開きます。

一度入力して開いたら、ブック
マークに保存したり、ショート
カットを作成すると、毎回入力
しなくて済みます。

Webサイトの開き方

※検索キーワード欄に入力してもサイトは開きません。 ご注意ください。

①インターネットに接続できるパソコン、

スマートフォン、タブレット

②園から配布されたあなたのログインID、パスワード

事前に準備していただくもの

・・・ご利用可能ブラウザ・・・

Internet Explorer 9.0以上

Google Chrome 最新バージョン

Safari 5.0以上

Fire Fox 30以上
※上記に記載のバージョンは推奨するものであり、

一部の端末やバージョンによっては正常に動作しない場合もございます。

https://sanko.k-rara.net/ict/
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―― 申込み締切時間 ――
当日の欠席・・・当日 １０：００まで

バスの変更・・・登園バス（朝） 当日 利用バス出発１０分前

降園バス（帰） 当日 １３：３０まで

午前保育（帰） 当日 １１：００まで

直接送迎降園時間の変更・・・１０：００まで

※画面でお申し込みができない場合は

園まで 直接ご連絡ください。



●欠席の申込み・変更・取消

幼稚園や課外授業の欠席の申込みができます。

→ 「 欠席の申込み」へ

●遅刻・早退・送迎時間変更のお申込み

バス利用の変更や、直接送迎時間変更の申込みができます。

→ 「 遅刻・早退・送迎方法の変更」へ

※あすなろ保育時間の送迎時間変更は受け付けません。
必ず直接園にご連絡ください。

●あすなろ保育のキャンセル

事前に申し込んだあすなろ保育をキャンセルすることができます。

→ 「 あすなろ保育のキャンセル」へ

２

３

②これから行う申込みを
選択してください。

１－１

申込みの選択

①申込むお子様を
選択してください。
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１．メニュー選択

こちらのメニューをクリックしても、
同じように選択できます。

５

●ご利用設定

ログインパスワードやメールアドレス、お子様のニックネームなどを
変更できます。

→ 「 ご利用設定」へ

４



２－１

対象の保育・課外
または一括で
選択する

①申込むお子様を選
択してください。

②［新規登録をする］を
選択してください。

④[欠席にする]ボタンを押
してください。
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③申込みたい保育・授業の所に を入れてください。
1日のうちに登園→降園→登園→降園というように
登園・降園を繰り返す登録はこの画面では行うことができません。この場合は園までご連絡くだ
さい。
一日の全てを欠席する場合は[一括欠席]に を入れてください。この場合は早朝・あすなろ保
育も同時に取り消すことができます。

R

２．欠席の申込み

R

遅刻・早退はご利用できません。

２－２
理由を選択する

欠席の理由を選択または入力してください。

※当日の欠席のお申し込みは10時までにお願いします。
お申し込みができない場合は、園まで直接ご連絡ください。



①ここまで登録した内容が表示されます。

変更したい項目がある場合は
変更 をクリックしてください。

もう一度、その項目の設定画面が開きます。

２－３
申込み内容を
確認する
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２－４

申込みが
完了しました

申込みが完了しました。お疲れさまでした。

ご登録いただいたメールアドレス宛てに
今回の申込み内容をお送り致しますので
ご確認ください。

メールは環境により遅延または届かない場合が
あります。現在の申込み状況を確認したい
場合は、最初の画面の表をご覧ください。

②登録した内容がすべてよろしければ
［申込みを確定する］ボタンを
押してください。



欠 席

申込み内容を
確認、変更する

４－７

①現在の申込み状況が
表示されます。

申込み内容を
確認、変更する

２－５

申込み内容を
取り消す

２－６
①［取り消しをする］
を選択してください。

③［チェックした日程を取り消す］
ボタンを押すと、申込みが
取り消されます。

※取り消しの際は
メールが配信されません。

6

②変更したい場合は、
変更したい箇所の 青色の下線 に
なっている所をクリックすると
設定を変更することができます。

②取り消したい所に
を入れてください。R



３－１

変更を申込む
対象の日付を
選択する

①申し込むお子様を
選択してください。 ②現在の申し込み状況が

表示されます。

③変更をしたい場合は、変更したい
日付の 青色の下線 になっている所を
クリックすると、設定を変更するこ
とができます。

３－２
確認画面から
登降園時間を
変更する

バス⇔直接送迎のように方法を変更
（黒門を含む）場合は、こちらの変更を
クリックしてください。

最初に現在の状況が
確認画面に表示されます。
変更したい項目の変更を
クリックしてください。
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３．遅刻・早退・送迎方法の変更

※当日のバス変更は、登園バスは利用バスの出発10分前、降園バスは平常保育１３:３０まで、

午前保育は１１:００まで、直接送迎の場合の降園時間の変更は10:00までにお願いします。

お申し込みができない場合は、園まで直接ご連絡ください。



送迎時間の変更・早退/延長の申込み

３－３

登園/降園方法を
選択する

臨時・遅刻・早退
・早朝／園長の申込み

●直接送り/お迎えを選択した場合、またはバスが運行していない時間帯の場合

→ 「２－４．登降園時間を選択する」へ

●バスを選択した場合（徒歩コース：黒門もこちら）

→ 「２－５．バスを選択する」へ

※バスを選択した場合は、
この画面はスキップされます。

※3つ目の選択肢は利用しません。グレーで表示され、選択はできません。

送迎時間の変更・早退/延長の申込み

３－４

登降園時間を
選択する
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登降園の方法を選択してください。

送迎時間、送迎者を入力してください。

※あすなろ保育の臨時の受付はWEBからはできません。
必ず、直接園にご連絡ください。



※直接送り/迎えを選択した場合は、
この画面はスキップされます。

送迎時間の変更・早退/延長の申込み

３－６
給食の

有無を選択
する

給食の有無と内容選択をし[次へ]をクリック
してください。 ※給食を提供していない時間帯の場合は、

「なし」のみ選択可能です。
提供時間内は「あり」のみ選択可能です。

送迎時間の変更・早退/延長の申込み

３－５

バス・徒歩コース
を選択する
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利用するバス、または徒歩コース（黒門）
を選択してください。



問題がなければ[申込み
を確定]してください。

送迎時間の変更・早退/延長の申込み

３－７

変更を確認する

変更した内容が反映されているか確認してく
ださい。再度変更する場合は3-3からの手順
を繰り返してください。

○

送迎時間の変更・早退/延長の申込み

３－８

申し込みが
完了しました

申し込みが完了しました。お疲れさまでした。

ご登録いただいたメールアドレス宛てに、
今回の申し込み内容をお送り致しますので、
ご確認ください。

メールは環境により遅延または届かない場合が
あります。現在の申し込み状況を確認したい
場合は、最初の画面の表をご覧ください。
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11

①［取り消しをする］
を選択してください。申込み内容を

取り消す

４－１

②あすなろ保育をキャンセル
したい日付に を入れてく
ださい。

複数の日付を同時に選択する
ことも可能です。

R

③［チェックした日程を取り消す］
ボタンを押すと、申込みが
取り消されます。

※取り消しの際は
メールが配信されません。

４．あすなろ保育のキャンセル

※あすなろ保育時間の申込はWEBからは受け付けません。
必ず、直接園にご連絡ください。



●個人設定・パスワード設定

ユーザ名を設定できます。

→ 「５－２．個人設定、パスワード設定」へ

●メールアドレス設定

登録完了のお知らせ、またはバス接近通過メールを受信する
メールアドレスを設定できます。

→ 「５－３．メールアドレス設定」へ

●お子様の設定

お子様のニックネーム、イメージ画像を設定できます。

→ 「５－４．お子様の設定」へ

●停留所通知メールの設定

ご希望の停留所を通過した時にお知らせメールを送信するかどうかを
設定できます。

→ 「５－５．停留所通過メールの設定」

設定項目を
選択する

５－１
各項目の、青色の編集をクリックすると
それぞれの設定画面が表示されます。

ログインパスワードを変更する場合は
[パスワードを変更する]ボタンを
押してください。
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５．ご利用設定



５－２
ユーザ名を変更することができます。
※画面右上のようこそに続いて表示さ
れる部分です。

個人設定
パスワード設定
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ログインパスワードを変更することができます。

５－３

メールアドレス
設定

登録完了のお知らせを配信するための
メールアドレスを、５つまで設定できます。

メールの受信テストを行うことができます。



５－４

お子様の設定

お子様のイメージ画像を
右の一覧から選択できます。

お子様のニックネームを設定できます。
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５－５

停留所通過メール
設定

入力した停留所を何分前に通過予定で
あるかを確認できます。

ご利用の停留所の何個前を通過した時に
メールが欲しいかを設定できます。

※通過メールはすぐに届かない場合がありま
すので、早めの時間に設定することをおすす
めします。


