社会福祉法人堂角舎

「
1）

」ご利用案内

基本情報

所 在 地：岐阜県大垣市上石津町下多良 694-2
電話番号：0584-45-2040（FAX･0584-45-3595）
定

員：45 名
＊特別保育施設『もくもくはうす』『ムッレ・ストゥーガ』

所在地：下多良小原地区内

保育時間：【通常保育】
平日 08：00

～

16：00

土曜 08：00

～

12：30

（07：00 より早朝保育実施）

【長時間保育（無料）】
平日 16：00

～

18：00

【延長保育（有料）】
平日 18：00

～

19：00

土曜 12：30

～

16：00

＊登園時間はお子様の体調不良や特別な事情のあるときを除き原則 09:00 までです。スムーズな
活動のためにご協力をよろしくお願い致します。
＊通常保育の場合、お迎え時間である 16:00 を厳守してください。
＊延長保育を実施しています。平日の延長保育には、18:00 以降のご利用につき１回 100 円、
土曜日は 12:30 以降 1 回 300 円の料金が必要です（月末精算）。
＊土曜保育を希望される場合は、給食準備および職員配置の都合上当該週の木曜までにその旨を
連絡帳でお伝えください。
＊4 月当初、途中入園等における新入園児については、園生活に慣れる期間を必要とすることが
あり、この限りではありません。
＊年末年始、お盆期間、年度末年度初めは、所定の希望保育期間があります。

2）クラス編成
＊クラス区分、クラス名
年長 5 歳児

あお組

年中 4 歳児

き組

年少 3 歳児

あか組

未満児

もも組

※3 歳以上児クラスは異年齢混合クラス「にじ組」。
※未満児もも組は担当保育者制をとっています。
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3）園生活で必要な物
［全園児共通］
・絵本バッグ（毎週木曜日貸し出し、翌週火曜日返却/キーホルダーなどをつけないようにしてください）
・室内シューズ、長靴（←園に置いておいてください）
・着替え（2 セット程度）（←園に置いておいてください）
・午睡用布団（2 週間毎に持ち帰ります。シーツがないものにはパットなどをかけてください）
※午睡については後に詳しく記してあります。
・（園児 1 人につき）ティッシュ 1 箱、雑巾２枚（年度始めに提出してください）
［3 歳児以上（あか・き・あお＝にじ組）］
・通園帽子
・リュック
※帽子とリュックに関して特に規定のものはありませんので、お子様お気に入りのものをご利用
ください。
（以下のものをリュックに入れて登園してください）
・お弁当（主食のみ）
・お弁当袋またはハンカチで包んでください（目安として年中児以上はハンカチ）
・箸、箸箱（箸を使えるようになってから・それまでは園で用意するスプーンを使用します）
・手ふきタオル 1 枚（毎日交換・かけられるようにヒモを縫い付けてください）
・歯ブラシ（月曜日に持ってきて、金曜日に持ち帰ります/園で殺菌庫に入れて保管/歯磨き粉は不要です）
・コップ（お子様が開け閉めしやすい袋にいれてください/水分補給・うがい・歯磨き時に使用します）
・汚れ物袋・ビニール袋（園で用意する袋にビニールをかけて使用してください）
・連絡帳
・出席帳（シール帳）
・カラー帽子（毎週金曜日に持ち帰り、ゴム紐のチェックと洗濯をして月曜日に持ってきてください）
［2 歳児（もも組）］
（以下のものをリュックに入れて登園してください）
・手ふきタオル 1 枚（毎日交換・かけられるようにヒモを縫い付けてください）
・歯ブラシ（月曜日に持ってきて、金曜日に持ち帰ります/園で殺菌庫に入れて保管/歯磨き粉は不要です）
・コップ（お子様が開け閉めしやすい袋にいれてください/水分補給・うがい・歯磨き時に使用します）
・汚れ物袋・ビニール袋（毎日 2～3 枚お持ちください）
・連絡帳
・出席帳（シール帳）
・食事用スタイ 1 枚
・口拭き用ハンドタオル 2 枚（←給食用、おやつ用として）
・おむつ、おしりふき（必要な子のみ）
［ 0･1 歳 児 （ も も 組 ） ］
（以下のものをリュックに入れて登園してください）
・手ふきタオル 1 枚（毎日交換・かけられるようにヒモを縫い付けてください）
・歯ブラシ/コップ（お子様が開け閉めしやすい袋にいれてください/月曜日に持ってきて、金曜日に持ち
帰ります/水分補給・うがい・歯磨き時に使用します）
・汚れ物袋・ビニール袋（毎日 2～3 枚お持ちください）
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・連絡帳
・出席帳（シール帳）
・食事用スタイ 1 枚
・口拭き用ハンドタオル 2 枚（←給食用、おやつ用として）
・おむつ、おしりふき（必要な子のみ）
[注 意 事 項 ］ ※ 全 園 児 共 通
＊持ち物には必ず大きく名前を書いてください。
＊お菓子その他私物の持参は原則禁止です。ただし、自然観察用の図鑑など遊びを発展させるものについ
てはその限りではありません。事前に担任までご相談ください。
＊そのほか必要な物はその都度お知らせします。
＊カラー帽子、ハサミ・クレヨン等の教材類、連絡帳、出席帳、布バック（汚れ物袋）は園で用意します。

4）保育園を利用される際の諸注意・確認事項
【こどもの病気・怪我】
＊こどもが病気の恐れがあるときは、できるだけ無理をせず休ませてあげてください。
＊登園後具合が悪くなった場合は、原則体温が 37.5 度を超えた時点で保護者にご連絡致します。その際
は、できるだけ早くお迎えに来て頂けますようお願いします。その他顕著に重症であると思われる場合
も同様です。
＊園内で甚大な怪我等が発生した場合は、すぐに保護者にご連絡をするとともに病院に行くなどの措置を
取ります（保険加入済）。
＊以下の病気に罹患した場合は、他児への感染防止のため、医師の登園許可を得てから再登園するように
してください。
□インフルエンザ

□溶連菌感染症

□腸管出血性大腸菌感染症

□麻疹

□手足口病

□流行性角結膜炎

□風疹

□ヘルパンギ－ナ

□急性出血性結膜炎

□流行性耳下腺炎

□流行性嘔吐下痢症

□水痘

□マイコプラズマ肺炎

□咽頭結膜熱

□伝染性紅斑

□百日咳

□ウイルス性肝炎

□結核

□突発性発疹症

□とびひ

□水いぼ

□その他医師が認めた病気
＊熱性痙攣（ひきつけ）が起きた場合は、即連絡をします。
・安静にした上で 5 分以内に収まった場合は、そのままお迎えを待ちます。
・5 分以上痙攣が続く場合は、救急車を要請します。
＊お薬を飲ませる必要がある場合は、必ず連絡帳にその旨をお書きください。また、薬そのものにも日付
と名前をご記入ください。
【欠席等の連絡】
＊病気、所用を問わず、欠席される場合は必ずその理由とどれだけの期間をお休みするかわかる範囲でお
知らせください。
＊通常より大幅に送りが遅れるといった場合は、いつごろ登園されるかをご連絡ください。
＊16:00 前にお迎えにこられる場合も事前にご連絡ください。
【長時間保育、延長保育の申込み】
＊長時間保育、あるいは延長保育が必要と確定した時点で電話等でご連絡ください。16:00 のお迎えに急
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に間に合わなくなったなどの場合も必ずご連絡ください。
【送迎～送り】
＊必ず職員に直接引き渡してください。
＊安全面への配慮から、お子様といっしょに園庭の門内まで入ってお送りください。
【送迎～迎え】
＊16:00 を超えた時点で長時間保育、18:00 を越えると延長保育になります。
＊通常と違う保護者の方が迎えに来られる場合は、必ず事前にご連絡ください。場合によっては引き渡せ
ないこともあります。
＊中学生以下は原則保護者とみなしません。
【車での送迎】
＊園庭前の道は、自主的な南向き一方通行になっていますので、時・上原方面から来られる際も必ず神社
のほうにお回りください。
＊送迎時には多くの車が集中しこどもには危険なこともあり得ますので、十分ご注意ください。
【送迎バスの利用】
＊原則上石津町内であればどこでも送迎可能です（但し、原則送迎が不可能な方に限ります）。
＊迎えはおおむね 08:15 前後、送りは 16:00 にそれぞれ園を出発致します。ただし、送迎コースによっ
て時間が前後することがあります。
＊料金は次の通りです。
1 回片道 50 円

1 回往復 100 円

月末精算

＊可能な限りご自宅前まで送迎しますが、道路事情によりご希望に添えないことがあります。
【保育時間以外の施設利用】
＊お迎え後や兄弟姉妹のおけいこ事（ピアノレッスン、習字教室など）の間、休日など、園庭・遊具を自
由にご使用頂けます。ただし、その間の事故等については一切責任を負えませんので、予めご了承くだ
さい。
＊打ち合わせや懇親の場所として園の施設をご利用頂けます。
【午睡（お昼寝）】
＊2 歳児以下（もも組）は年間を通して午睡があります。
＊3 歳児クラス（あか組）は、年度当初から運動会（10 月第 1 週土曜日）まで午睡があります。
＊4 歳児以上（あお組・き組）は、G/W 明けから運動会まで午睡があります。
＊年齢に関係なく午睡を希望される場合は、その旨をお申し出ください。
【こどもの服装】
＊こどもがのびのびと活動できるよう、できるだけ汚れてもよい服装で登園させてください。
＊特に汚れる活動がある日は、園で用意したスモッグを着用します。
＊ジーンズやボタンがある服は、こどもが自分で着脱衣しづらく依存の原因にもなりますので、少なくと
もゴムのズボンやトレーナー等でのトイレ、着脱衣がひとりでできるようになるまでは避けて頂くこと
をおすすめします。
＊女児のスカートは、原則禁止です。大きすぎる服、ヒモが垂れた服もご遠慮ください。
＊夏期には泥遊び用の T シャツ、パンツをご用意ください。
※プール・川遊びにも同じものを使用します。
＊キャラクター物の服・小物類は、できるだけご遠慮ください。
【絵本の貸し出し・購入】
＊毎週木曜日にお気に入りの絵本を持って帰ります。返却は翌週の火曜日です。
＊貸し出し絵本ノートをひとり 1 冊用意します。
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＊絵本を通じてこどもとのふれあいを深めていただきたく、月刊絵本（年齢に応じて選定）の毎月購入を
おすすめしています。
＊その他個人的に購入したい絵本・書籍等がみつからない、売っている場所がわからないという場合は、
園で代理購入してお渡しできます。
＊絵本を破損した場合は、修復はせずに必ず園にご連絡ください。弁償は必要ありません。
【担任・その他職員との連絡】
＊こども 1 人につき 1 冊連絡帳を準備し、担任から適宜お子様の様子をご連絡します。簡単なお知らせ
なども連絡帳を通じて行います。
＊その他なにかお問い合せ等ございましたら、担任・その他職員問わず適宜お申し出ください。
【育児・その他の相談、意見・要望・苦情の受付】
＊育児・その他のご相談、ご意見、ご要望、苦情などがある場合はご遠慮なくお申し出ください。電話、
メール、連絡帳、口頭など、どちらからでも随時受け付けております。秘密は厳守致します（対応は原
則園長がさせて頂きます）。
※育児相談に関して：かみいしづこどもの森では正規職員に対し保育心理士講座受講を義務づけるなど、こ
どもの発育、子育て等に関する専門知識習得に力を入れています。

【園からのおしらせ手段】
＊定期発行：『DAYS（ほいくだより）』（月末発行）
『クラスだより』（クラス毎に月の中頃発行）
『今日のにじ組』（毎日掲示）
＊不定期発行：行事毎のおしらせ、病気・災害等に関する緊急のおしらせなどその都度発行。

5）一日の保育の流れ
かみいしづこどもの森の保育は、遊びを通して子どもの自主性や主体性を豊かに育むことを第一義として
います。一日の保育の流れはその方針を前提に、子どもの状況、季節等を勘案しつつカリキュラムを設定
します。詳しくは、ホームページをご参照ください。その他の事項は下記のとおりです。
＊2 歳児以上は、月 1 回外部講師による体操の時間があります。
＊誕生会は、ひとりひとりの誕生日（誕生日が休日の場合はその前日）にクラスで誕生会を開きます。
誕生会の中でご家族の方からのメッセージを披露しますので、事前に連絡帳でおしらせください。

6）主な年間行事予定
詳しくはホームページをご参照ください。その他の事項は以下のとおりです。
＊毎月の行事として「避難訓練」「身体測定」があります。
＊行事の詳細は、事前にお便りを発行します。積極的にご参加ください。
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7）その他
【保護者会活動】
＊保護者の皆さんの交流等を目的に保護者会が組織されています。
＊保護者会活動の例として、資源回収、行事の際のお手伝い、卒園式後のお楽しみ会などがあります。
＊保護者会会費として、お子様 1 名につき月 200 円/年 2400 円を集金しています。
これらは、保護者会の方針により変更される場合もあります。
【写真】
＊園生活の様子を撮影した写真を、年間 1 人 30 枚程度で毎年アルバムにまとめ、卒園時（退園時）に記
念としてプレゼントしています。

10）さいごに
こどもたちが楽しく保育園に通い実りある毎日を送れるように、また保護者の皆様が快適に保育園をご利
用頂けるように、今後も一層の努力を重ねて参ります。かみいしづこどもの森をどうぞよろしくお願い致
します。
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