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○電話　（045）315-6248　園直通　　　／　FAX　（045）315-6288

○保育日及び保育時間

・開園日　◆通常保育　8：30～18：30
　　　　　　　月～金曜日
　　　　　　　土曜日・日曜日・祝日　応相談
　
・閉園日　　12/29～1/3

【入園と退園について】
○入園

【園概要】

○名称　つくしんぼ園

○所在地　〒232-0041　　　　横浜市南区睦町1丁目17番４

・入園前面接
　保育の具体的内容について・園での生活についてなどご質問がありましたら、この時に保育
　士へお尋ねください。
　上のお子さんが既に入園されている場合でも、対象となるお子さんの状況等諸確認がありま
　すので、園での入園前面接は原則入園ごとに実施致します。

・保育に必要なものは保護者にご用意いただきます。
　後記の【入園時に用意するもの】をご参照ください。
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・入園の対象は、社会福祉法人たすけあいゆいに雇用される職員の子どもであり、
　◆通常保育　産休明けから公立あるいは認可保育園入園までの期間
　　　　　　　又は小学校就学前まで。

○定員　6名

・園児の受入れは園長、保育者の判断によります。申込み・手続きは全て保護者がつくしんぼ園
にて行い申し込みます。入園までの流れは下記の通りです。

入園のご相談（事業所より入園及び見学依頼書提出）

保育園見学及び入園前面接
（※入園書類発行①～⑥）

健康状態の確認
（必要があればアレルギー診断を受診し

書類を医師に記入してもらう）
定期健診、予防接種母子手帳の検診欄コピーでも可

通園してる、幼稚園、保育園等で受けたらその結果を持参して

園長より入園許可を受け、入園

※入園時の必要書類
①入園申込書

②児童票

③アレルギー管理指導表（様式1）
④食物除去の程度表（様式2)
⑤個人情報使用同意書票

⑥保育依頼カード

以上6点に加え
⑦母子手帳の健診欄コピーでも可
⑧お迎えの方の写真（スナップ可）

を入園前面接時に保育士へ提出。

＊アレルギー対応の必要がない場
合

③④は提出不要。



【保育概要】
○基本方針　一人一人の子供の状況や家庭及び地域社会での生活の実態を把握すると共に子ども
が安心感と信頼感を持って活動できる様、子ども主体としての思いや願いを優しく、しっかりと
受け止めます。

○保育目標
元気な体を作る：全身を使って遊び、様々な体験を通じ健康な体し健康な心が育つよう丈夫な体
を作る
考える力を育てる：こども達のコミュニケーションを図り、主体的な行動が出来る様個性を伸ば
します
優しい心を養う：様々な人との出会いを通じて人として思いやりのある心を育てます

○年間行事予定
4月 5月 6月

○保育停止
　次のいずれかに該当する時は保育を停止することがあります。
　　①幼児が伝染病に罹っているとき・罹っている疑いのあるとき・罹る恐れのあるとき。
　　②幼児が①以外の疾病に罹患し、園での共同生活が困難なとき。

○退園
　退園ご希望の場合は、なるべく早く法人事務局へご連絡ください。

お花見 父の日

7月 ８月 ９月

身体測定 こどもの日、母の日 水遊び開始
避難訓練

水遊び
七夕

身体測定 水遊び 敬老の日
避難訓練

避難訓練

1０月 １１月 １２月
身体測定 クリスマス会

身体測定 節分 ひなまつり
避難訓練 おたのしみ会

ハロウィン

1月 ２月 ３月

＊毎月『園だより』を発行しています。各行事の日程や詳細をご確認ください。
・身体測定は毎月実施します。
・母子手帳で予防接種、健康診断を随時確認。
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お正月

毎月実施

毎月実施

毎月実施

毎月実施



園児数 保育士
0歳児 1 1
1・2歳児 2 1
3歳児 1 1
4歳児以上 2 1

○お預かり時間

※通常保育日の預りは、8：30から18：30の間で行います。勤務時間の前後30分～1時間とい
う預り時間を目安に提示しています。時間厳守をお願いします。
※急な欠席・遅刻の時は、必ず上記時間までに園へ連絡（ＴＥＬ045-315-6248）をいれてく
ださい。
【欠席・遅刻の連絡は園へ。】
＊連絡方法
　連絡帳に記入するか又は電話で保育士に依頼。

○保育依頼
・保護者の勤務に合せた保園利用予定表を前月25日までに提出してください。
　保育園利用予定表は前月の20日頃に配布します。
　※保育士は依頼の園児数・年齢によって予め配置数を決めております。

【例1】当日の急な保育延長の場合
　　　　＞＞保護者が　遅くとも当日保育予約終了の1時間前までに　保育士へ連絡を入れる。
【例2】予定になかった急な翌日の保育依頼の場合
　　　　＞＞保護者が　遅くとも前営業日の12：00までに　保育士へ申し込む
　　　　　　※これ以降のご依頼には、善処しますが対応できない場合もあります。
　　　　　　※給食の依頼が間に合わない場合は、お弁当の用意をお願いすることもあります。
【例３】当日急な夜間（泊り）保育中止の場合
　　　　＞＞保護者が　遅くとも当日予約時間までに　保育士へ連絡を入れる　＊キャンセル料規定別途注意（右上表参照）
　　　　　　※食事の準備などもありますので、できれば前開園日中に連絡をくださるのが望ましいですが、止むを得ずそれ以降の連絡は
　　　　　　　予約時間の前までに園に電話をしてください。
　　　　　　　中止連絡は直前でもかまいませんがキャンセル料のかかり方にはご注意ください。

○保育士配置基準

『児童福祉施設最低基準』による。
但し、安全に配慮し、園児が一人の場合も保育士は複数配置します。
また、散歩・食事などの時は、基準以上に配置しケアしております。
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0歳児 1歳児 2歳児 ３歳児以上
2 2 2 2

＊3～4

＊2 2 2 2

手拭き（掛けひもがついたハーフサイズのもの） 1 1 1 1

1 1 1

1 1 1

＊3 ＊3

3 3 2 2

3 3 2 2

各1 各1 各1

1日分 1日分 ＊1日分

1ケース 1ケース 1ケース

＊1 ＊1 ＊1

＊3～4

1セット ＊1セット

1回分に分けて１回分に分けて

1 1 1 1

1 1 1 1

手拭き
（要記名）

【入園時に用意するもの】
入園までに下記の物をご用意していただきます。わからない事は保育士におききください。

○保護者が用意するもの　

品　　名
汚れもの用ビニール袋（レジ袋など）

着替え上下（自分でも着替えやすいもの）

パジャマ上下・パジャマ袋

紙おむつ

おしり拭き

食事用エプロン

よだれかけ

ガーゼハンカチ（必要に応じてお持ちください）　

口拭きタオル（食事用　食事・おやつ回数分）

歯ブラシ

コップ（うがい用）

パンツ（必要に応じてお持ちください）

肌着

哺乳瓶・乳首（成長にあったもの）

粉ミルク☆

帽子（年齢に合ったものを用意してください）

連絡帳※（入園したらお渡しします）

＊印　必要に応じてお持ちください。
☆粉ミルクは未開封スティックか、1回分ごとに分けて持参してください。

・連絡帳
・掛けひも付き手拭きタオル　　＊毎日新しいものに掛け替えてください。
・口拭きタオル（食事・おやつの回数分）
・食事用エプロン（必要に応じて）

　食中毒等事故対策のために、必ず未開封のロット番号（製造番号）がわかるものを持参ください。

　　衣類の上下2組・下着2組・パジャマ1組・口拭きタオル予備2枚
　　ビニール袋（汚れ物入れ）2枚
　　　＊衣類は季節や年齢にあったものをご用意ください。
・パジャマ・園帽子
　　　＊毎週末には持ち帰って必ず洗濯してください。　
・必要に応じて粉ミルク　哺乳瓶セット

・歯ブラシ・コップ（0歳児の場合は、持参のタイミングについて保育士がお声かけします）
・ビニール袋
　＊園に玩具を持ってこないようお願いします。

○園においておくもの　※必ず記名
・着替えセット一式（ロッカーの中）
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なまえ



・集団生活であることに加え介護事業の事業所内保育園であるため、お子さんの体調に異常が
　見られる場合は早めの診察・治療を心がけ健康体で登園できるようにご配慮ください。
・爪や髪の毛は清潔に、適切に切りそろえておくようにしましょう。
・薬を持っての登園はできるだけ避けてください。やむを得ない時は1回分のみ。
　与薬依頼票に必要事項明記の上、必ず保育士に手渡してください。
　与薬依頼票のない場合・処方薬でない市販薬・サプリメントは保育園では服用させません。　

・発熱は37.5℃を目安に、お子さんの状態を総合的に判断して保護者に連絡します。
　小さいお子さんの症状は急変しやすいので、連絡後は早めの対応をお願いします。

・お子さんの登園時の履物は必ず運動靴にしてください。

○連絡
・家庭連絡帳にて必要事項を保護者に連絡致します。毎日必ずご確認ください。
・急な欠席や遅刻は、P３「お預かり時間」表の「欠席・遅刻連絡時刻」までに入れてください。
・登降園の送迎者の変更及び急な時間変更は、安全の為事前に園へ連絡を入れてください。

・お子さんの身体及び精神状態について、心配ごとがあったり観察を要する場合には連絡帳にて
お知らせください。また登園時には保育士にその旨お伝えください。

【園での生活】

○園にくる時
・登園時には必ず保育士に声を掛け、お子さんを直接保育士に預けてください。
・おむつの必要なお子さんは、登園まえにおむつ替えをして来てください。
・ビニール袋を毎朝持参してください。汚れてしまった衣類などを入れます。

○食事
・保育園で提供する園児のための食事は「ゆいこども園厨房」から提供します。
　飲み物は麦茶を提供します。
・健康の為朝食を家で摂ってきてください。
・夕方おやつについては、お子さんの状態に合わせておやつをご持参いただく場合がございます。
・アレルギーのお子さんの食事については相談の上できる限りの対応はいたしますが、お子さん

◆緊急連絡について◆
・保育中のけがや病気など急な事態の場合には、園から保護者の勤務部署へ至急連絡致します。
　その為、勤務部署及び緊急連絡先（携帯など）を園にお教えください。
・職場の変更があった場合は、その都度ご連絡ください。
・出張などでその日だけ連絡先がいつもと異なる場合には、代わりの連絡先を連絡帳に記入し、
　当日保育士にもお申し出ください。
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　の状態・症状によってはお弁当をご持参いただくなど、ご協力をお願いせざるをえない場合が
　ございます。
　　＊入園時の提出書類（参考様式1及び2）に具体的な内容を明記してください。

○病気とお薬

　　＊与薬依頼票は園に常備しております。事前に数枚お持ち帰りになると便利です。



○帰る時
・手拭きタオル・食事用エプロン・口拭きタオルは毎日持って帰り、翌日新しいものを

○治癒証明
　学校保健法による出席停止扱いの第2種学校伝染病に指定された以下の疾患については、
　治癒証明書を提出ください。
　＊このほかにも提出をお願いする場合もあります。
・インフルエンザ　　　　　　　　・流行性結膜炎
・風疹（三日はしか）　　　　　　・麻疹（はしか）
・百日咳　　　　　　　　　　　　・咽頭結膜炎（プール熱）
・水痘　　　　　　　　　　　　　・その他感染性ある疾患
・流行性耳下腺炎
・結核

　持参ください。
・歯ブラシ・コップも毎日持って帰りますので、洗って翌日持って来てください。
　急病等の園からの呼び出しを除き、その間の登降園はご遠慮ください。

○その他
・手足のつめ、髪など衛生面の配慮をお願いします。
・持ち物すべてに記名ください。
・洋服は季節や体調に合せ、着脱しやすく動きやすいもの・汚れてもいいものにしてください。
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おともだちと
元気に楽しく

すごしましょうね！

お子さんの事や保育の内容の事など、不明な事はまずは保育士にお尋ねください。



一日のながれ

8:30 登園の際、視診・触診
9:30

検温① 朝の会 健康観察チェック表に

10:00
11:00

11:30

12:00
12:30

14:00

15:00
15:30
16:00

17:00

18:00

登園
朝の会に参加 体操 皮膚の様子を確認し

(午前おやつ) おはようの歌 記入する

時間
生活と遊び

0歳児 １歳児以上 保育者の配慮

活動準備 戸外遊びは

出欠調べ（給食数の確認）
絵本・手遊び

離乳食 お片づけ　排泄　昼食準備 ・救急箱・笛・防災ブザー
睡眠（息確認） 昼食 ・携帯電話・タオル

保育活動（散歩・リトミック・ほか） コップ・水筒を持参する。
排泄 お散歩バック中身

・顔面及び唇の確認
排泄　ミルク　検温② ・呼吸に伴う胸部の動きを確認

午睡準備　歯磨き　排泄　着替え 寝る時にはブレスチェックを行う

午睡（息確認） ・体に触れて体温確認

おやつ
自由遊び

遊び めざめ
おやつ 排泄　着替え　検温 午睡後検温をする。

　排泄 　排泄
順次降園 順次降園 降園の際には日中の活動、

絵本・手遊びなど
(夕方おやつ)/ミルク (夕方おやつ)
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　　　1～2歳誕生日前日まで　10分毎　　（当園では3歳児以上のお子さんも10分毎に確認しています。）

○補償制度

社会福祉法人たすけあいゆいではいかなる時も安全第一の保育をこころがけておりますが、万が一の事故に
備えて東京海上日動火災保険会社の超ビジネス保険（事業活動包括保険）に入っております。
園内はもとより、散歩中の事故にも対応しておりますのでご安心ください。

○入退園のお申込み/保育料のご質問は
社会福祉法人たすけあいゆい事務局　横浜市南区堀ノ内町２－１３２　連絡先：（045）730-4780

○入園後の保育のお問合せ/育児相談/苦情のお申し出は
つくしんぼ園　横浜市南区睦町1丁目17番4　連絡先：（045）315-6248

○苦情を第三者委員にお申し出の場合は、施設入口にある用紙にご記入の上、専用封筒に封入の上苦情受付
ボックスに入れて下さい。

子どもの様子を話す。

＊おむつは、汚れたら随時交換します。
＊0歳児のミルクは、ひとりひとりの発達段階に合せて飲ませます。上記は一例です。
＊息確認はすべての睡眠時（午睡・泊り等）に行います。
　　　0～1歳誕生日前日まで　　5分毎


