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パソナグループ 人事部

パソナファミリー保育園
入園のご案内



事業概要

◆名称 パソナファミリー保育園

◆設立 平成 ２２年 ７月 １日

◆園児定数 ０歳児（生後57日目）～未就学児

３５ 名

◆職員配置 園長１名

常勤保育士、非常勤保育士

（園児の年齢や人数に応じて、保育士の人数も変動します）

◆施設規模 延べ床面積 ２０７㎡

◆設備詳細 乳児室、保育室、パントリー、事務室、バギー置き場等

◆保育形態 月極保育、一時保育

※但し、病児保育・病後児保育はありません。

◆保育時間 通常保育 ８：００～１８：００

延長保育１８：００～２０：００

※但し、都合により一部変更する場合があります。

◆開園日 月曜日～金曜日

◆休園日 土曜日・日曜日・祝日・会社指定休日

※株式会社パソナグループの就業日に準ずる



保育理念

１．尊重・敬意

自主性を尊重しながら、子どもたちの成長と発達を引き出していきます。

子どもたちのチャレンジする意欲を尊重します。

保護者の価値観を尊重します。

保育士の能力を尊重します。

２．育む

健全な精神と身体の発達を育みます。

子どもたちを心を込めて慈しみ育みます。

子どもとともに保育スタッフも成長することで、子どももさらなる成長を

遂げます。

３．信頼

子どもと保育士と保護者の間での、信頼関係をしっかりと築いていきます。

４．変化への柔軟性

日々様々な環境を設定・提供することで、変化に柔軟に対応できる、

常に新しいものに挑戦する力を育みます。

５．調和

情緒、社会性、身体、知性のバランスのとれた発達を促します。

子どもと家庭と保育園との調和を大切にします。

６．維持

パソナフォスターの基本的信念と理念を維持できるよう取り組みます。

愛情豊かで安心できる環境の中で、
「自主性をもった」「思いやりのある」

子どもたちを育みます



食育理念

１．お腹がすくリズムのもてる子ども

一日の基本的な生活の流れを確立することで、空腹感や食欲を子ども自身が体で感じ、

それを満たすまでのリズムを自然に獲得できるよう取り組みます。

２．「食す」仕組みに興味をもつ子ども

子ども自身が、「自分が成長している」という自覚と結びつけながら、必要な食べ物を

食べるという行為を引き出します。

様々な体験を通して、食べ物に親しみ、食べ物への興味や関心を育てます。

３．正しい「食」のマナーを学べる子ども

基本的な食習慣や態度を身に付けることの大切さを理解し、適切な行動を選択するこ

とができるように取り組みます。

４．感謝への気持ちをもてる子ども

食べ物が食卓にあがるまで大勢の人の手を経ていることや、「食べる」行為が食材の

栽培など、いのちを育む営みとつながっていることを子どもに体験させ、生きる喜び、

感謝の気持ちを育みます。

５．「伝承の味」が好きな子ども

日本ならではの季節の味や行事食を知ることで、日本の食文化への興味や関心を育

てます。

食べることは生きることの源であり、心と体の発達に密接に関係して
います。乳幼児期から、発達段階に応じて豊かな食の体験を積み重ねて
いくことにより、生涯にわたって健康で質の高い生活を送るための基礎を
培います。



保育方針

いつもニコニコ明るい笑顔
いつもハキハキやさしい言葉

いつもイソイソ働く手足

【笑顔を思いやりを育む】

「
「いつもニコニコ明るい笑顔」

いつも笑顔で、明るく
思いやりのある子供を育む

【やさしさ、たくましさを育む】

「
「いつもハキハキやさしい言葉」

いつも元気な挨拶、健康で、
やさしく、たくましい子供を育む。

【“自主性”を育む】

「
「いつもイソイソ働く手足」

自分から進んでなんでも
取り組む姿勢を育む

【好きなこと 得意なことを育む】

「
「かけっこで一番、お絵かきで一番、

お歌で一番、みんな誰でも
何かの一番！」一人ひとりの

好きなこと、得意なことを伸ばし、
豊かな感性を育む。



発達のめやす

いたわりや思いやりの心を育てることを大切と考え、
異年齢児との交流を深めるために、保育室は３つのク
ラスで編成しています

０歳（もも）
☆６ヶ月未満

①あたたかい対応をくり返すことで、豊かな感情を育みます。
②落ち着いた安心できる環境のなかで、信頼関係を築いていきます。

☆６ヶ月～１歳未満
①子どもたちの様々な欲求を適切に満たしながら、情緒の安定をはかります。
②個々のリズムを大切にしながら、食事・睡眠・排泄などの基本的な生活リズムを

整えていくとともに、乳児の探求する感覚を育て、ひとりひとりの個性を引き出します。

１歳（たんぽぽ） ・ ２歳（ちゅうりっぷ）
☆１歳～２歳未満

①いろいろな遊びや生活経験のなかで、自分がやりたいと思う気持ちを大切にし、
活動を見守りながら援助することで、満足感を味わわせ、自主性を養います。

②大人とのやりとりのなかで、言葉を使う楽しさを知らせていきます。
☆２歳～３歳未満

①ひとりひとりの気持ちを受け止めながら、友達と遊ぶ楽しさを知らせていきます。
②自分の身の回りのできないところを励ましたり、助けたりしながら、

自分でやろうとする意欲を育んでいきます。

３歳（すみれ）・４歳（ゆり）・５歳（ひまわり）
☆３歳児

①時にはけんかをすることもありますが、保育士が仲立ちとなり、相手の気持ちも受け
止められるよう働きかけ、友達との遊びを楽しめるようにしていきます。

☆４歳児
①友達との楽しい遊びを経験していくなかで、保育士が仲立ちとなり、自分の意見を

言うだけでなく、友達の意見を受け入れる気持ちを育んでいきます。
☆５歳児

①活動のなかで、自分の意見を言ったり、友達の意見を聞いて考えたりする機会を多く
取り入れていく中で、社会性を身に付けるとともに、みんなで協力してできた喜びを
知らせていきます。

②様々な活動の中で、年下の友達と関わりながら、思いやりを育んでいきます。



デイリープログラム（１日の生活の流れのめやす）

時間 もも たんぽぽ・ちゅうりっぷ すみれ・ゆり・ひまわり

８：００

９：３０

１０：００

１０：３０

１１：００

１１：３０

１２：００

１２：３０

１３：００

１４：００

１５：００

１５：３０

１６：００

１７：３０

順次登園

保育士による視診

朝の準備 検温

自由遊び

食事（初期食）

食事（中期食）

食事（後期食）

食事（完了期食）

お昼寝

～１４：００ 目覚め

食事（中期食）

おやつ

自由遊び

順次降園

順次登園

保育士による視診

朝の準備 検温

自由遊び

おやつ

カリキュラムに沿った活動

食事

お昼寝

目覚め

おやつ

自由遊び

順次降園

順次登園

保育士による視診

朝の準備

自由遊び

カリキュラムに沿った活動

食事

お昼寝

目覚め

おやつ

自由遊び

順次降園

１８：００

２０：００

延長保育

降園

延長保育

降園

延長保育

降園

※ 季節や天候、子どもたちの体調に応じて、活動内容や時間は多少変更があります。

※ 給食をご提供致します。アレルギーをお持ちのお子様は入園面談の際、園長までお申し出ください。

給食については業務委託しておりますが、衛生管理等につきましては、衛生管理マニュアルを

もとにパソナフォスターにて全責任をもって管理しております。

※ ミルクについては、各ご家庭でご用意くださいますよう、お願い致します。

冷凍母乳のお預かりは致しますが、お預けになられる前にあらかじめ哺乳瓶での練習をお願い

致します。

※ トイレトレーニングは基本的には、活動の節目にトイレに誘い促していきますが、あくまでも

子どもの「自主性」を第一に考え、子どもの気持ちの流れ、動き、変化を大切に、保護者様と密に

相談させて頂きながら、進めさせて頂きます。

※ ５歳児の昼寝時間については、秋口くらいから少しずつ時間を短くしていき、最終的には昼寝をしなくても

午後の活動に入れるよう、体力づくりを行っていきます。また小学校に向けて、文字や数字を知ることや

世界に目を向けること等の取り組みも行っていきます。



入園時の持ち物

※ 持ちものについては上記以外には特に指定はございません。基本的には現在ご家庭で使われているもの等で

結構です。

※ 持ちものには全て名前を明記してください。オムツやおしりふきはパックに名前の記入をお願い致します。

※ おむつの処理は保育園で行います。またおむつ・おしり拭きの販売も行っておりますので、希望される際は

お申し出ください。

※ 衣類は、季節の変わり目や成長の過程で入れ替えをお願い致します。

※ 上着は、安全上フードが付いていないものをご準備ください。

※ 衣類等、毎日保育園で洗濯いたしますので、下記枚数をお持ちください。

尚、必要に応じて追加でお持ちいただくことがございますので、その都度ご案内いたします。
０歳児

着替え ４組 季節にあったものをご用意ください。

食事用エプロン ２枚 お食事用のエプロンを２枚お持ちください。

スタイ ２～３枚 日常必用とするお子様は、２～３枚お持ちください。

哺乳瓶＋粉ミルク １本
保育園にてお預かり致します。

必要に応じてお持ちください。

おしりふき １パック
保育園にてお預かり致します。

なくなる前に新しいものをお持ちください。

おむつ １パック
保育園でお預かり致します。

なくなる前に新しいものをお待ちください。

午睡用バスタオル １枚
大人用のバスタオルのサイズ（約120×60）をご用意く
ださい。保育園にて洗濯を致します。

散歩用帽子 １つ

保育園にてお預かり致します。

ゴム付で後頭部の隠れるものをご用意ください。

保育園にて洗濯を致します。

靴下 １足 登園時とは別に保管用に１足お持ちください。

靴 １足
お散歩用に一足お持ちください。

※歩けるようになってからで構いません。

エコバック １つ 感染症の場合などの汚れ物入れとして使用します



入園時の持ち物

※持ちものについては上記以外には特に指定はございません。基本的には現在ご家庭で使われているもの等で

結構です。

※持ちものには全て名前を明記してください。オムツやおしりふきはパックに名前をお願い致します。

※ズボンはつなぎではなく自分で着脱できるものをご用意ください。

※おむつの処理は保育園にて行います。お持ち帰りをご希望される場合にはあらかじめ保育士まで

お申し付けください。

※衣類は、季節の変わり目や成長の過程で入れ替えをお願い致します。

※上着は、安全上フードやリボン・紐などが付いていないものをご準備ください。

※ 衣類等、毎日保育園で洗濯いたしますので、下記枚数をお持ちください。

尚、必要に応じて追加でお持ちいただくことがございますので、その都度ご案内いたします。
１・２歳児

着替え ３組 季節や発達にあったものをご用意ください。

食事用エプロン ２枚

食事用で必要な場合はお持ちください。

発達によってエプロンの必要がなくなった場合は、保育園
よりお声がけさせて頂きます。

おむつ １パック
保育園にてお預かり致します。

なくなる前に新しいものをお持ちください。

おしりふき １パック
保育園にてお預かり致します。

なくなる前に新しいものをお持ちください。

トレーニング用パンツ ３～４枚
必要に応じてお持ちください。

進め方等は個別で対応させて頂きます。

午睡用バスタオル

上掛用 １枚

敷き用 １枚

（ゴム付き）

大人用のバスタオルのサイズ（約130×70）上掛け用に１
枚敷き用に上記サイズのバスタオルに図を参考の上、ゴム
留めをして１枚ご用意下さい。

バスタオルは保育園にて洗濯を致します。

散歩用帽子 １つ

保育園にてお預かり致します。

ゴム付で後頭部の隠れるものをご用意ください。

保育園にて洗濯を致します。

靴 １足
お散歩兼避難靴用に置靴を一足お持ちください。サンダル
はご遠慮ください。



入園時の持ち物

※持ちものについては上記以外には特に指定はございません。

※持ちものには全て名前を明記してください。

※衣類は、季節の変わり目や成長の過程で入れ替えを行います。

※上着は、安全上フードが付いていないものをご準備ください。

※ 衣類等、毎日保育園で洗濯いたしますので、下記枚数をお持ちください。

尚、必要に応じて追加でお持ちいただくことがございますので、その都度ご案内いたします。
３～５歳児

着替え ２組
季節にあったものをご用意ください。

お子様が自分で着脱できるものをお持ちください。

歯ブラシ １本
保育園にてお預かり致します。

年齢にあったものをお持ちください。

午睡用バスタオル

上掛用 １枚

敷き用 １枚

（ゴム付き）

大人用のバスタオルのサイズ（約130×70）上掛け用に一
枚敷き用に上記サイズのバスタオルに図を参考の上、ゴム
留めをして１枚ご用意下さい。

バスタオルは保育園にて洗濯を致します。

散歩用帽子 １つ

保育園にてお預かり致します。

ゴム付で後頭部の隠れるものをご用意ください。

保育園にて洗濯を致します。

靴 １足
お散歩兼避難靴用に置靴を一足お持ちください。サンダル
はご遠慮ください。

０歳児 ：120×60㎝
１～５歳児：130×70㎝

15㎝12㎝

：縫い付ける箇所
：ゴム（1㎝幅のもの）

バスタオルのサイズ



保健のしおり

保育園は、お子様が健康で楽しく生活する場です。子どもたちの心身の健康を守り、病気の発生を最小限にくいとめるため

予防・早期発見を心がけ、日常生活の中で病気の予防と健康増進を図るのは、保護者の皆様や保育園の役割です。

１．乳幼児の健康

乳幼児の発育の特徴

人間は、生まれたときから様々な刺激を受けること
で成長発育していきます。乳幼児は病原菌に対する抵
抗力も不十分なため、なるべく病気も少なく健康で過
ごせるよう、毎日の生活のちょっとした大人の気配り
が大切です。

生活リズム

乳幼児期には、生活リズムを整えることが大切です。
目覚め・朝食・排便・登園（昼食・睡眠）・降園・夕
食・入眠が規則的に繰り返されること（生活リズムと
いう）によって身体の働きを安定させ心身ともに健康
な身体をつくります。

清潔の習慣

「さっぱりとして気持ちが良い」と感じることで不
快な感情も育ちます。清潔にしておくことは、皮膚を
鍛え、病原菌や害虫からも身体を守ります。

・朝起きたら、水で顔を洗いましょう

・毎日入浴をし、身体を洗いましょう

・歯磨き、うがいを習慣づけましょう。

安全

子どもの怪我や事故は、ちょっとした注意で防げる
ことがあります。安全に過ごせるよう日ごろから環境
を整えましょう。子どもたちには交通安全や遊具・道
具の正しい使い方を知らせていきましょう。

薄着・素足の効用

☆子どもは、大人より新陳代謝が盛んで、そしてよく動きまわります。薄着は子どもが動きやすく、寒冷に

対する抵抗力をつけ、丈夫な体をつくります。暖かい季節から、また体調をみながら薄着で過ごしましょう。

☆素足で過ごすと、足指の動きが制限されないので筋肉が丈夫になり、「土踏まず」の形成に役立ちます。

２．健康な保育園生活を送るために

こんな時はお知らせください

☆朝起きて、いつもとちがう

・食事を食べたがらない ・熱っぽい ・嘔吐した

・だるそうにしている ・下痢をしている

☆夜に咳がひどい ☆熱が出た

☆受診したり、薬を飲んでいる

☆その他、気になる症状が見られる

こんな時はお知らせします

☆熱が出たとき

（37.5度でご一報、38度以上でお迎え要請を基準とします）

☆下痢がひどい ☆嘔吐を繰り返す

☆その他、気になる症状が見られる場合はお迎えを

お願いすることがありますので、ご承知おき

ください。

こんな時はご家庭でお休みください

☆感染症（うつる病気）にかかった場合・・・別表「子どもがかかりやすい感染症とその取り扱い」

※治癒後の登園の際には、「登園許可証」（医師による）が必要です。用紙は保育園にありますが、

形式は問いません。 （病気によっては、有料のところがあります）

☆その他、以下の症状が見られる時も、ご家庭での休養をお願いします。

・熱がある（朝の登園時に３７．５度以上ある場合には、お預かりをお断りする場合もあります）

・下痢、嘔吐が続いている ・元気がなく、ぐったりし、かつ機嫌が悪いなどの体調不良の時



３．保育園での投薬について

投薬は医療行為にあたり、保育士の判断により行うことができません。

但し、医師が処方した薬であれば、保護者からの依頼という形で投薬することができます。

登園の際に投薬依頼表をご記入頂き、薬については１回分ずつ袋に分け（※）、

成分表と併せてお持ちください。

アトピーや乾燥肌などに対して、毎日塗ることが必要になる薬につきましては、

長期でのお預かりが可能です。

その場合でも長期用の投薬依頼表をご記入いただき、処方箋と併せてのお預かりとなります。

※ ジッパー付の袋をご準備いただき、1回分ずつ袋に入れ、それぞれに名前を書いてください。

４．怪我の対応・保険の加入について

保育管理下中において怪我が発生し、受診の必要がある場合は、受診の承諾を得るため、

受診の前に保護者様にご連絡させて頂きます。全園児を対象にご入園と同時に

株式会社パソナフォスターにて加入致します。

１．賠償責任保険

施設賠償 身体 １名１事故５億円／財物 １事故３百万円

生産物賠償 身体 １名１事故５億円／財物 １事故３百万円

２．傷害保険

死亡・後遺障害 １名 ２百万円

入院 １名１日 ３千円

通院 １名１日 ２千円



別表．子どもがかかりやすい感染症とその取り扱い

病名 出席停止期間

第一種 エボラ出血熱

クリミア・コンゴ熱

ペスト

マールブルグ病

ラッサ熱

急性灰白髄炎

コレラ

細菌性赤痢

ジフテリア

腸チフス

パラチフス

インフルエンザ（Ｈ５Ｎ１）

※ＳＡＲＳコロナウィルス

治癒するまで

第二種 インフルエンザ

百日咳

麻疹（はしか）

流行性耳下腺炎（おたふく）

風疹（三日ばしか）

水痘（水ぼうそう）

咽頭結膜炎（プール熱）

（アデノウイルス）

結核

帯状疱しん（ヘルペス）

発症後５日間、又は解熱後３日を経過するまで

特有の咳がなくなるまで

解熱した後、３日を経過するまで

耳下腺の腫れが引くまで

発疹がなくなるまで

すべての発疹がかさぶたになるまで

症状がなくなった後、２日を経過するまで

医師により伝染の恐れがないと認められるまで

すべての発疹がかさぶたになるまで

第三種 腸管出血性大腸菌感染症（O-157）

流行性結膜炎

急性終結性結膜炎

溶連菌感染症

手足口病

伝染性紅斑（りんご病）

ヘルパンギーナ

マイコプラズマ感染病

伝染性軟属腫（水いぼ）

伝染症膿痂疹（とびひ）

感染性胃腸炎（流行性嘔吐下痢症）

RSウイルス

突発性発疹

頭じらみ症

医師により伝染の恐れがないと認められるまで

医師により伝染の恐れがないと認められるまで

医師により伝染の恐れがないと認められるまで

急性期は登園禁止。全身状態が良くなれば登園可能

発熱、発疹がなくなるまで

発疹のみで全身状態が良ければ登園可能

発熱や咽頭・口腔の水疱・潰瘍を伴う急性期

（よだれが出ている間も）出席停止

急性期は出席停止。全身状態が良くなれば登園可能

患部を包帯などで覆えば登園可能。水遊びは不可

患部を包帯などで覆えば登園可能

嘔吐・下痢などの症状が治まり、普段の食事が取れ
れば登園可能

呼吸器症状が消失し、全身状態が良いこと

解熱し、機嫌がよく全身状態が良いこと

駆除を開始していること

登園許可証提出

登園届提出



災害時の対応

保育園では、危機管理マニュアルをもとに毎月１回避難訓練を行っています。 なお、年に１回保護者様のご協力を頂き、

引き渡し訓練を実施致します。日程については別紙「年間行事保育計画」をご覧ください。

◎地震・火災等災害が発生した際のお子様の引き渡しについて

可能な限り保育園にて行います。

保育中に台風、大雨警報が発令された場合は、株式会社パソナグループの運営状況に合せ、

開園致しますが、なるべく早めのお迎えをお願い致します。

翌日の開園についても同様、株式会社パソナグループの運営状況に合せ、開園致します。

ただし、地震による警戒宣言が行政または、報道等により発令された場合は時間を問わず、

お迎えの要請をさせて頂 きます。その場合の避難場所は第一集合場所（保育室）に

なりますが、第一集合場所が被害を受けた場合は広域避難場所になりますので、

あらかじめご了承ください。

また、火災・水害・落雷等が発生し、保育の続行が不可能と判断した場合は、時間を問わず、

お迎えの要請をさせて頂きます。その場合の避難場所も第一集合場所になりますが、

第一集合場所が被害を受けた場合は広域避難場所になります。

◎お子様の引き渡しについて

非常災害時、お子様の引渡しを確実に行うため、ご入園後保育園より

「園児引き取りカード」をお渡し致しますので、ご提出くださいますよう、お願い致します。

引き渡しの際は必ず保育士との確認を済ませてからお引き取りください。

混乱が予想されるため、お子様とご一緒にお待ち頂くことがございますが、あらかじめ

ご了承頂き、保育士に無断で連れ帰ることのないよう、ご協力をお願い致します。



避難訓練計画

避難訓練年間計画 
月 ねらい 想定 避難場所 実施方法

2018/4/10

保育士の指示に従い、

落ち着いて集合する

地震

（震度３）

１０：１５～

保育室 ・地震についての絵本を見る

・玄関前の柱のそばへ避難する

・防災頭巾をかぶる

2018/5/8

保育士の指示に従い、

落ち着いて防災頭巾や

避難靴を使用する

地震

（震度３）

１５：００～

保育室 ・地震についての絵本を見る

・玄関前の柱のそばへ避難する

・防災頭巾をかぶり、避難靴を使用する

2018/6/12

保育士に促されて、園

外に避難する

地震

（震度３）

１１：００～

２階エレベーター

ホール

・地震発生の合図を聞いて、頭部を保護し、保育士に

 促されて安全な場所へ避難する

・防災頭巾をかぶり、避難靴を使用する

2018/7/10

火災時の避難の仕方を

知る

火災

（パントリーより

出火）

１０：３０～

建物の外 ・保育士に促されて避難する

・保育士の消火、通報訓練

2018/8/14

遅番の時間帯に、保育

士の指示に従って避難

する

地震

（震度３）

１６：４５～

保育室 ・地震発生の合図を聞いて、頭部を保護し、遅番保育

 士に促されて安全な場所へ避難する

2018/9/3

・午睡中に保育者の指

示に従って落ち着いて避

難をする

・安全な環境の中で保

護者のお迎えを待つ

地震

（東日本大震

災余震程度）

１４：４５～

玄関前 ・警戒宣言発令を想定

・引き渡し訓練を行う

・防災頭巾、避難靴を使用する

・消防博物館へ行く

2018/10/9

安全な避難経路を通っ

て第二避難場所まで避

難をする

地震

（東日本大震

災余震程度）

第二避難場所

（皇居外苑）

・避難行動を体験する

・保育士に促されて避難する

2018/11/13

・保育士の指示を聞い

て落ち着いて行動する

・早番の時間帯に、保

育士の指示に従って避

難する

・パソナグループの訓練

を経験する

・不審者訓練

・地震

（震度３程

度）

９：００～

・保育室 ・不審者が来たことを想定し、保育士間の連携を取りな

 がら対応をする

・安全な場所で静かに待機をする

・早番保育士に促されて避難をする

・パソナグループの避難訓練に参加する

2018/12/11

保育士の指示に従い、

落ち着いて火災時の避

難をする

火災

（パントリーより

出火）

１５：３０～

エレベーター前 ・保育士に促されて避難する

・保育士の消火、通報訓練

・乳児室から研修室を通りエレベーター前に避難する

2019/1/8

散歩中に地震が起きた

際の避難の仕方を知る

地震

（震度３）

１０：２０～

・保育士に促されて、園外の安全な場所に移動をする

・人数確認をし園に連絡を入れて状況を伝える

・園からの指示に従い避難をする

2019/2/12

保育士の指示に従い、

落ち着いて行動し園外

へ避難する

地震（震度

３）からの火災

（パントリーから

出火）

建物の外 ・地震発生の合図を聞き、頭部を保護して安全な場所

 へ避難する

・保育士に促されて建物の外に避難する

・保育士の消火、通報訓練

2019/3/12
１年のまとめとして、落ち

着いて避難をする

地震

（予告なし）

建物の外 ・保育士が安全確保のために必要なことを判断し、連携

 を取りながら避難誘導をする

平成   30年度　パソナファミリー 保育園



保育園からのお願い

１．送迎の方が代わるときは必ずご連絡ください。

２．登降園の《時間・送迎をされる方》が代わる時には、必ず電話で連絡をお願いします。

保護者代理の方が送迎される場合は、名前等記入して頂く必要があります。

３．勤務先を離れる場合（出張など）は、必ず連絡が取れるよう、その期間の連絡先を

お知らせください。

４．開園時間中は防犯上、玄関の鍵がオートロックになりますので、インターホンで

お知らせください。

５．子どもの引き渡しの際は、必ず保育士に声をお掛けください。

６．登降園時は、必ず入室時間を登降園表に記入してください。

連絡帳に書かれたお迎え時間を過ぎる場合には必ずご連絡ください。

７．お休みの連絡は、９：００までにご連絡ください。

８．玩具・食べ物のお持込みは控えてください。

９．住所、勤務先、勤務時間、家族構成などが変わる場合は、速やかにお知らせください。

１０．ベビーカーでお越しの際は、たたんでベビーカー置き場に収納してください。

またベビーカーは降園の際は必ずお持ち帰りくださいますよう、お願い致します。

１１．休憩時間を利用してのお子様とのご面会はお控えくださいますよう、ご協力をお願い致します。

お子様が一日でも早く園を生活の場として認識できるよう、また、お子様方が自主性を持って

自立した生活を送ることができるよう、ご協力をお願い致します。

全ての持ち物や衣類にはわかりやすくはっきりとご記名ください。



年間保育行事計画

・行事の日程や詳細ついては園だよりや行事のおたよりにてお知らせ致します。

・☆印は親子参加を予定していますので、ご協力をお願い致します。

月 行事 備考

４
入園・進級お祝い会

保護者会・試食会

５ 子どもの日集会

６
☆プレイデイ

春の定期健康診断

７
七夕集会

個人面談

８ 夏まつり

９
消防博物館見学

お月見会

１０
秋の遠足

ハロウィンパーティー

１１
秋の定期健康診断

個人面談※希望者のみ

１２ ☆クリスマス おたのしみ会

１ 新年お祝い会

２ 節分

３

ひなまつり会

保護者会

お別れ遠足・お別れ会

※ 行事内容は変更する場合があります。その際は事前にご連絡致します。

※ お誕生日会は誕生日のお子様がいる日に行います。(参加者は園児のみ)

※ 今年度の行事の企画運営は全て保育園にて行います。

※ 保護者会については、平日の勤務時間終了後に実施させて頂きます。個人面談は昼休みも可能です。

※ 極力保護者様のご負担にならないよう、行事の運営を行う予定でおりますので、ご協力をお願い致します。

※ ９月は引き渡し訓練になります（初旬予定）。夕方のお迎えとさせて頂きますのでご協力をお願い致します。

詳細については別途お知らせ致します。

※ 身体測定は第一週目、避難訓練は第二週目に毎月行います。



延長保育について

１．延長保育の取り決め

◆対象者 原則月極保育利用者
（一時保育利用での時間外延長につきましてはパソナグループ人事部へ直接ご相談ください）

◆対象時間と延長料金
対象時間 18：00～20：00
延長料金 1時間につき500円

延長料金の発生は、迎えに来た時間ではなく「降園する時間が18：00以降」となります。

◆注意事項
保育園は20：00で閉園となります。
それ以降突発的に発生した延長に関しては、延長料金として、
さらに＋500円を徴収させて頂きます。
その場合、補食は料金の中に含みませんのでご注意ください。

２．申請方法

①月極の申請書（事前申請分）
・前月までに利用が決まっている場合に提出して頂きます。

※提出期限 ： 前月15日まで （園への提出をお願い致します。）
・提出期限以降を過ぎてから利用が確定した場合も、速やかに申請書をご提出ください。

②単発の申請書（当日発生分）
・お仕事や交通機関のトラブル等により突発的に発生したものに関して対応致します。

延長が発生することが分かり次第、当日の15時までに保育園へ電話連絡を
お願い致します。

※申請書の提出方法
迎えの際、職員より「延長保育利用申請書（当日分）」をお渡ししますので、
必ずその場で記入をし、職員に渡してから降園するようにしてください。

３．補食について
◆提供可能時間 18：00～19：00

※提供可能時間以外での補食の提供はありません。

◆提供するもの ビスケットやおせんべい等
※加熱調理が必要なものは提供しません。
※アレルギーにも考慮したものを選定致します。




