
社会福祉法人 三心会

織笠保育園

①横割り保育と縦割り保育のミックス保育
　０・１歳児クラス、２歳児クラス、３歳児クラス、４歳児
クラス、５歳児クラスの横割りが基本となっております。
　クラス人数や設定保育、行事などでは異年齢児が関われ
る縦割り保育を行っています。

②創作芸能伝承活動保育
　「八木節」「織笠太鼓」に取り組んでおります。園行事・
地域のお祭りやイベントで発表しております。

③園外保育活動
　親子遠足・年長児思い出遠足・年間を通してのお散歩な
ど、保育園以外での活動も行います。

④仏教保育活動
　小さい頃から目に見えないものに対する尊敬や感謝の心
を育てています。
　花まつり・成道会・涅槃会には、お寺に行き、姉妹園と
交流をしながらお釈迦様に手をあわせています。

⑤英語保育活動　　　
　週に１回（30 分× 2 クラス）外国人の先生による英語
教室があります。世界の共通語である英語で、歌・ダンス・
絵本の読み聞かせ・ゲームなど行い、小さいうちから英語
に興味や関心を持てるようにしています。

⑥音楽保育活動
　週に１回、ピアノの先生による音楽保育があります。歌
や楽器、リズム運動などを行い、リズム感や音感を養える
ようにしています。リズム運動では、楽しみながら身体の
筋力向上に努めています。

年  間  行  事

織 笠 保 育 園

名　称　 社会福祉法人三心会 織笠保育園　　　

　　　　 山田町織笠 11－30

　　　　 電話：0193－82－3219

時間 ０，１，２歳児 ３，４，５歳児

7：00
朝の受入れ
　　（健康観察・検温）
自由遊び

朝の受入れ
（健康観察）

自由遊び
9：00
9：30

朝の会（絵本・歌）
おやつ・歯磨き 朝の会

10：00 設定保育・戸外遊び
行事への参加など

設定保育・戸外遊び
行事への参加など

11：00
11：30
12：30

給食・歯磨き・午睡 給食・歯磨き・午睡

15：00 おやつ
自由遊び
順次降園

おやつ
自由遊び
順次降園16：00

18：00 延長保育
（19：00まで）

延長保育
（19：00まで）

月 行　　　事
４月 入園式・進級式・畑つくり・保護者会総会
５月 花まつり・親子遠足・交通安全教室
６月
７月 七夕まつり・保育園夏まつり・プール開き
８月
９月 運動会
10月 思い出遠足・ちびっこカフェ・ハロウィンパーティー
11月 七五三
12月 おゆうぎ会・成道会・クリスマス会・もちつき会
１月 みず木団子つくり
２月 豆まき会・涅槃会・記念写真撮影
３月 ひなまつり会・お別れ会・卒園式
＊年２回　保育参観日・親子昼食会・個別面談・お茶会
　　　　　内科健診・歯科健診
＊月２回　歯磨き指導　　＊月１回　誕生会・避難訓練
＊週１回　英語教室　音楽保育

子ども達の一日

保 育 内 容



◇利 用 料
　①町内の保育園に入園しているお子さん
　　1・2 歳児　日額 1,000 円　　3 歳以上児　日額 750 円
　②町内の保育園に入園していないお子さん
　　1・2 歳児　日額 2,000 円　　3 歳以上児　日額 1,500 円

○かばん（肩から提げるもの・リュック）

○出席ノート・連絡ノート
　　園で準備します。
　＊毎日目を通して、「読みました」というサインをはんこ等で
　　お願いします。家庭の方からも、その日の家での様子、健康　　
　　面等のご記入をお願いします。

○箸・スプーン・フォーク
　　セットのものをお願いします。
　＊献立により使い分けます。
　＊箸：ひよこ・あひる・うさぎ組は使用しません。
　　　　（うさぎ組は後期より使用します。）

○お弁当
　　りす・いぬ・ぞう組はお弁当に白いご飯を入れ、ハンカチ
　で包み持たせてください。
　＊ひよこ・あひる・うさぎ組は完全給食です。
　＊お誕生会・土曜日はご飯は持たせなくてもよろしいです。　
　　箸セット・おしぼりは持たせてください。（必ず献立表を確
　　認してください。）

○コップ
　　袋に入れて持たせて下さい。毎日園で消毒し、保管します。

○歯ブラシ
　　毎日園で消毒し、保管します。傷んできましたら声を掛け　
　ますので、交換をお願いします。

○昼寝用具
　　掛布団・敷布団・タオルケット・シーツパジャマ等です。
　＊シーツ・タオルケット・パジャマは毎週金曜日持ち帰りと
　　なります。
　＊布団類は、天候にも左右しますが、毎月第４週金曜日に持
　　ち帰りとしています。

○着替え一式
　　上着（上下）下着（上下）くつ下等。

　※上記に加えて…ひよこ・あひる組は、おむつ・おしりふき・　
　　　　　　　　　スタイ・食事用エプロン

毎日の持ち物※保育標準時間の方は、月８回以上利用の場合は、月額 1,500 円と利用
料が軽減されます。
※18時にはおやつを提供します。
※非課税世帯・生活保護世帯は、利用料が軽減されます。

●延長保育（斜線部分は、通常保育時間です。）

●休日保育
　保育園に入園しているお子さんで、就労等の入園認定理由で日・
祝日・年末年始にお子さんをお預かりする場合、利用料の保護者
負担分は頂きません。
※入園認定理由とは、入園する際に申請した入園理由の事です。
　就労、介護、就職活動など
◇利用日：日曜日・祝日・年末年始
◇利用時間：午前８時～午後５時
◇入園しているお子さんで、就労等の入園認定理由で日・祝日・
　年末年始にお子さんをお預かりする場合、利用料の保護者負担
　金は頂きません。
◇昼食・おやつは保育園で用意します。

●一時預かり保育
　保育園に入園しておらず、一時的に保育を必要とする場合利用
できます。また、保育園に入園しているお子さんで、入園認定理
由以外で日・祝日・年末年始にお子さんをお預りする場合、一時
保育となります。
◇利用日：未就園児のお子さんの場合…月～土曜日の平日保
　　　　　育園に入園しているお子さんの場合
　　　　　　　　　　　　　　　　　…日曜日・祝日・年末年始
◇利用料：0 ～ 2 歳児　日額 2,000 円 （4 時間未満 1,000 円）
　       　  3 ～ 5 歳児　日額 1,500 円（4 時間未満 800 円）
◇昼食・おやつは保育園で用意します。

●障がい児保育
　保育園での集団活動ができる場合に利用できます。

●病児保育（山田町第一保育所で実施）
　お子さんの体調不良・病気の回復期に看てくれる人がいない・
仕事を休めない場合に利用できます。（医師の診断が必要です。）
◇利 用 日：月曜日～金曜日（土曜日は相談に応じます。）
◇利用時間：午前８時～午後５時 30 分
◇利用場所：山田町第一保育所　ひまわりKIDSルーム

7時～
8時

8時～
16時

16時～
17時

17時～
18時

18時～
19時

保育標準時間 200円

保育短時間 100円 100円 100円 200円



保育園

だ～い好き



園の概要

名　　称　  社会福祉法人三心会 織笠保育園　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

利用定員　　50 名
　　　　　　０歳児（ひよこ組）
　　　　　　１歳児（あひる組）
　　　　　　２歳児（うさぎ組）
　　　　　　３歳児（り　す組）
　　　　　　４歳児（い　ぬ組）

電話（FAX）　 0193 ー 82 ー 3219

所在地　　　山田町織笠 11 ー 30

職員配置 園　長 主　任
保育士

副主任
保育士 保育士

１人 １人 １人 ５人以上

栄養士 調理員 事務職 支援センター
職　員

１人 １人 １人 ２人

通常保育
　　保育標準時間　7：00 ～ 18：00（11時間）
　　保育短時間　　8：00 ～ 16：00（８時間）

特別保育
　　病児保育・休日保育・一時保育
　　※詳細については別紙をご覧下さい。

保育理念

☆織笠保育園は、児童福祉法で定められた保育を必要とする
　乳幼児を保育する児童福祉施設です。
☆織笠保育園における保育は、入園する乳幼児の最善の利益
　を図り乳幼児の福祉を積極的に増進するために行われます。
☆また、織笠保育園は入園する乳幼児への保育サービスを通
　して地域福祉の推進に貢献します。

保育目標

１．保健的で安全な環境つくり１人ひとりの欲求を十分観たし、　　
　　生命の保持と情緒の安定を図る。

２．自分の思いや考えを表現しながら、相手の気持ちも大切に
　　できる子ものに育てる。 

３．ものごとに意欲をもって取り組める環境をつくり満足感や
　　達成感を得る喜びを味わえるように育む。 

めざすこども像

１．健康で明るい子

２．みんなと楽しくあそぶ子

３．創造豊かな子

保育の基本方針

☆乳幼児期は、人間形成の基礎を培う重要な時期です。　　　　　　　
　織笠保育園は、この時期の子どもが過ごす生活に場として、
　次のことを保育の基本方針とします。

１．乳幼児にとって、健全、安全かつ情緒を安定させられる生
　　活環境を用意します。

２．乳幼児が自分を十分に発揮して活動できるよう配慮し、乳
　　幼児の健全な心身の発達を図ります。

３．養護と教育を一体として乳幼児の豊かな人間性の育成に努
　　めます。

４．家庭との密接な連携のもとに保護者に対する支援を行う。 

５．家庭や地域との連携を図り、保育に関する相談に応じたり
　　助言したりすることによって、地域における子育て支援を
　　行います。

６．子育て支援センター事業の充実に努めます。

日々保育活動で大切にしていること

○登園は午前９時までにお願いします。生活リズムを整え、遊
　びに集中できる環境をつくりましょう。朝のスタートはとて
　もたいせつです。

○お子さんの送り迎えは保護者の方が行い、代わりの方が来ら
　れる場合は必ず事前連絡を願います。

○休む時は、午前９時までにお知らせください。

○保護者の住所・電話番号・勤務先などは、連絡をとる時大切
　です。変更のあったときには、速やかにお知らせ下さい。

○お子さんの健康面や状態などで連絡をし、お迎えに来ていた
　だくことがあります。あらかじめご理解下さい。

○生活リズムを整えましょう。

○持ち物には、全て名前をつけて下さい。（＊別紙参照）

○毎日連絡ノートは目を通して下さい。

○園では嘱託医による健康診断と歯科健診を年２回行います。

○毎月一回嘱託医からの歯科指導を行っています。

○毎月身体測定を行います。

○薬の投与については、投与依頼書に記入して頂きます。

○講師を招いての毎週音楽保育があり、素足でピアノに合わせ
　て身体を動かしリズム運動を行っています。

○アレルギーと除去食
　・当園では医師のアレルギー検査結果に基づいて除去食を実
　　施しております。除去食を必要とする保護者の方は、アレ
　　ルギー検査結果表と除去食依頼書を提出して頂きます。
　※除去食依頼書は、保育園の方にありますので、医療機関で
　　医師に記入してもらい、保育園に提出して下さい。
○薬の依頼について
　・医師の指示に基づいて処方された薬だけです。
　・薬の連絡表に必要事項を記入し、（保育園にあり必ず１回分
　　を容器に入名前を記入してください。
　・登園時に薬を職員に手渡しで預けて下さい。

お子さんの送り迎えは

常に連絡をとりあえる様に

よりよい生活のために

健康な身体づくりを目指して


