
 

 

いちご保育園のしおり 

 

 

 

藤枝市高柳２１６６−１５ 

TEL/FAX ０５４−６２５−９９５５ 

メールアドレス ichigo_hoikuen7@yahoo.co.jp 

 

 

入園にあたり、このしおりをよく読んでいただき,お子様にとって安全でより良い

保育園生活を送ることができるよう,ご理解ご協力をお願いいたします。 

 



🍓🍓園の特色 
当保育園は、小規模保育園として子どもたち一人一人と向き合い、見守り、０・１・２歳

での混合保育をしております。 

主活動では、子どもたちの感性をやしなう取り組みを遊びを通して行っており、給食も

色々な食材にふれる年齢ということもあり、管理栄養士によるバランスのとれた献立

で自園調理し、あつかう食材や子どもたちの嗜好や食べ方等にも気を配っております。 

子どもが安心、安全に成長出来るよう小規模園ならではの手厚い保育で内容で子ど

もたちを見守っております。 

 

����基本理念 
【すべては遊びから】 

 

����基本方針 
一、 遊びを通して育まれる社会性をもとに、人とつながる楽しさを知る 
一、 遊びを通して育まれる自立心をもとに、基本的な生活習慣を身につける 
一、 遊びを通して育まれる集中力をもとに、夢に向かって努力し続ける人間

性を培う 

 

����子どもに求める像 
〜よく遊び、よく食べ、よく寝る〜 

 
・興味があるものや好きなことに夢中になる 
・主体性を養うことで人生の主役になる 
・思いやる心を育むことで人とつながる 
 

 

 



����保育園生活に関するお願い ���� 

＊開所時間 

    月曜日から金曜日   ７：３０〜１８：３０ 

＊１日の流れ 

７：３０ 開所 

※７：３０〜９：００まで登園時間 

自由あそび 

 

９：４５ 朝の会 

おやつ 

１０：１５ 主活動 

１１：３０ 給食 （０歳クラスは１１：１５から） 

１２：３０ 午睡 

１５：００ 起床 

１５：１５ おやつ 

             ※お迎え時間 

      自由あそび 

 

１８：３０ 保育終了 

１９：００ 閉所 

 

＊保育時間 

    月曜日～金曜日     ７：３０～１８：３０（標準時間認定） 

                    ８：３０～１６：３０（短時間認定） 

                          ８：３０〜１６：３０（平日お仕事がお休みの場合） 

    土曜日（希望保育）    ７：３０～１７：００（標準時間保育） 

                    ８：３０～１６：３０（短時間保育） 

       

※希望保育は前月２０日までに申請書にてお申し付けください。 

      ※２０日以降になる場合は事前にご相談ください。 

      ※用紙が必要になりましたら職員へお申し付けください。 

 



＊保育料 

 ・毎月第３週月曜日（祝日の場合は翌日火曜日）に決められた保育料を口座

振替により引き落とします。 

  期日までにご入金をお願い致します。 

また、残高不足等で引き落としが出来なかった場合、現金で園へお持ちくだ

さい。その際は、お釣りがないようお願いいたします。 

＊延長保育料 （短時間認定の方のみ） 

    ・延長保育は、上記規定の時間を超える場合のみ保育時間（〜１８：３０）

内でのみ対応となります。（延長３０分につき１０００円） 

※その翌月の保育料時に請求 

    ・標準認定の方は原則１８：３０以降の延長保育は利用できません。 

     どうしても過ぎてしまう場合は事前にご連絡いただき、延長３０分につ

き２０００円徴収させていただきます。 

＊その他費用  ※税込 

・れんらくノート ¥１９０円  ※なくなり次第補充 

・園帽子     ¥９５０円             ※その翌月の保育料時に請求 

 

＊慣らし保育 

 新たに入園する際、以下の３つのならし保育を経て、通常保育に移ります。 

１、 ９：００〜１１：００ （給食前まで） 

２、 ９：００〜１２：００ （お昼寝前まで） 

３、 ９：００〜１５：００ （おやつ前まで） 

※期間は約３週間から４週間を目安にしております。 

また、持ち物も変わりますので時間同様職員にご相談ください。 

 

【各連絡先】 

 

・いちご保育園          ０５４−６２５−９９５５ 

・緊急時連絡先          ０９０−６６４３−６５６０ 

 ※災害時のみに使用する番号です。通常時はつながりません。 

・園長（谷中）           ０９０−８５３２−６５６０ 

 



＊新型コロナウィルス対策 

・登降園の際は、体調不良の方はひかえていただき、園内（玄関）へはご家族

の方１人のみでお願いいたします。ご兄弟等も控えていただきますよう宜しく

お願いいたします。 

・その際、マスクの着用と入り口での手消毒をお願いいたします。 

・登園時に検温をいたします。上記同様お子様が 37.5℃以上の発熱が見受け

られましたらお預かりすることができません。（ご自宅での検温もお願いいた

します。） 

・ご家族（本人含む）の方が、濃厚接触者と判断された場合は直ちに園（園長）

へ連絡してください。また、PCR 検査も受けられた場合も同様に連絡ください。 

・同居のご家族の方が体調不良の際は、登園を控えていただきますようお願い

致します。 

・園児、職員から新型コロナウィルス感染症の陽性者が出た場合、保健所・市

の指示による期間、休園となります。 

・その他、風邪症状が見受けられる場合はも、症状が見受けられなくなる

まで登園を控えていただきますよう宜しくお願い致します。 

＊その他感染症について 

・保育園は集団生活を営む場でもあるため、感染症が発生した場合は、流行

しやすく活動にも大きく影響を及ぼします。そのため次のような（別紙）感染

症にかかっているか、またはその疑いがある場合には、学校保健安全法第１

９条に規定により出席停止となります。 

出席停止の期間は感染症ごとに異なり、医師から「感染のおそれがない」と

いう証明がない限り登園することはできません。 

・感染症等に罹患した場合は、お医者さんから登園許可証を頂いて下さい。 

・許可後も登園許可証と保護者さんと園とでお子様の様子や機嫌、症状など

を相談させて下さい。 

・ご兄弟がインフルエンザ・感染症等に罹患した場合もご兄弟と同じ期間、登

園を控えていただきますようお願い致します。 

 

 

※新型コロナウィルス感染症に関わらず、保育園という特質上子ども同士の感

染が多く、感染を防止することが大変難しいため、各ご家庭のモラルにたよっ

ていることも事実です。安全な保育環境でお子様をお預かりするために行いま

すので、何卒ご協力いただきますよう宜しくお願いいたします。 



 

＊登園・送迎の際 

・登園時間は朝７：３０～９：００の間で登園をお願いします。 

また登園時に、ご家庭での様子を把握するために健康チェックをおこないます。

時間にゆとりをもって登園するようお願いします。 

・送迎の際は玄関での対応とします。保護者の方の保育室への入室は他のお

子さんへの影響が大きく保育に支障が出るためにご遠慮ください。 

・お迎えの時間が１５分以上前後する場合は、必ず事前にご連絡下さい。 

・お仕事がお休みの日に保育園を利用する場合は、当日職員へ必ずお伝えく

ださい。 

 

＊欠席される場合 

・欠席や遅れる場合は８：３０までに必ず園へご連絡ください。 

・お子さんの体調が良くない場合ご自宅で熱が 37.5℃以上の登園はひかえて

頂き、登園後熱が出た場合も、緊急連絡先記載のお電話番号に連絡させて

頂きますので速やかにお迎えに来て下さい。また、38℃以上の発熱した場合、

翌日はお休みとして家庭保育をお願い致します。 

・予防接種をうける場合、原則家庭保育をお願い致します。 

・平日でお仕事がお休みの方、育（産）休暇の方、休職中の方で保育園にお

子さんを預ける場合、朝の登園は８：３０以降お迎えは１６：３０までに送り迎

えをお願い致します。 ※連絡はつくようにお願い致します。 

 

 

＊お薬について 

  ・原則、投薬はお断りさせていただいております。 

 ※朝・夕の二回に処方してもらってください。 

ただし、慢性疾患等により必要な場合やアレルギーや熱性痙攣等の緊

急時薬についてはご相談ください。 

その際、医者から依頼があった場合に限り、病院で処方された薬を職員

が保護者にかわって投薬致します。保護者の指揮下により必要量だけ

預かり、決められた時間に決められた方法で服用致しますので、「投薬

依頼書」を記入し、処方箋・お薬と一緒に提出して下さい。（別紙参照） 

 ※「投薬依頼書」病院からの処方箋がない場合は、園で投薬は出来ません。 



＊給食・おやつ 

・食材チェック表の記入をお願い致します。 

・当園は完全給食制となりますが、ご家庭で３回食まで進んだお子様へ提

供いたします。離乳食の３回食まではご家庭で進めてくださいますよう宜し

くお願い致します。 

前月末に１ヶ月分の献立表をお渡ししますのでご確認ください。 

※また、仕入れ状況により献立が変更する場合もございます。 

・土曜日の希望保育は、給食はございません。 

お弁当とおやつ、スプーンやフォークをご用意下さい。 

・お迎えが１５時やその前になる場合はおやつの提供は控えさせていただき

ます。 

・ミルクをお飲んでいるお子様については、当園で粉ミルクを用意いたしま

す。ご家庭で使用している哺乳瓶を必要な本数ご用意してお持ちください。 

※使用した哺乳瓶の消毒・殺菌はご家庭でお願い致します。 

 

  注）園でも十分に注意いたしますが、食品アレルギーのあるお子様は命に

かかわる場合もあるので必ず申し出てください。 

    アレルギーのお子さんの場合は診断書を提出して下さい。除去食で対

応させていただきますが、場合によってはお弁当をご用意頂く場合もご

ざいます。 

そうでないお子様も食材チェック表をもとに、ご家庭でも食べ進めて下 

さい。 

      （別紙参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



����毎日もってきていただくもの���� 
・紙オムツ（必要な子） ５～６枚   

（おむつの後ろに大きく１枚１枚のお名前をお願い致します） 

 

・靴 （サイズのあった物でサンダル（クロックス等）やブーツはやめて下さい。） 

   ※履きやすいようにかかとにわっかを作成する事をおすすめします。 

 

����園で保管するもの（入園時にもってくるもの） ���� 

・衣服類 

 ・着替え （入園時）  ※園で保管し使用した枚数を補充 

      Ｔシャツ         

      ズボン     各３枚程度  ※着脱しやすく季節にあった衣服を 

シャツ                入れてください 

 

 ・おしりふき （少なくなってきたら声をかけさせていただきます。） 

 

 ・汚物や汚れた衣類を入れるビニール袋 一束 （手さげタイプ L サイズ） 

※１枚ずつ名前の記入をお願い致します。 

 

 

 

 

※上着はお子様が着やすくかつ動きやすい形状でお願い致します。  

※パーカー等のフードや紐のある上着は、事故や怪我の原因になりますので 

   園では着用いたしません 

※ズボンはウエストがゴムのもので丈のあったものをご用意ください 

   ボタン・ワンピース・スパッツ・腹巻・レッグウォーマー・ジーンズ等は避けて

ください 

   女児も園ではズボンを着用するようお願いします 

※下着は季節に合わせて調節してください 

（ロンパースはなるべくひかえてください） 

※裸足保育をしていますのでできるだけ園内では靴下をはきません。 

（冬季や体調によっては相談させていただきます。） 



����すべての持ち物に名前の記入をお願いします���� 

※朝はいているオムツにも裏面に記名をお願い致します。 

・連絡ノート 

 ※毎日保育園での様子を記入しますので確認してください。 

またお宅での様子や気付いたことなどご記入ください。 

・水筒 

※ストロー付きや年齢に応じた形状で、お茶・麦茶・お水でお願いします。 

※名前の記入は上部の上から見える場所に記入し、ストラップも外して下さい。 

・哺乳瓶 ※お子さんに応じた本数で、ご家庭で消毒・殺菌して下さい。 

����給食袋に入れる物���� 

・食事用スタイ  

 ビニール製の物を給食用袋に１枚入れて下さい。 

  

・歯ブラシ（１・２才児）、コップ（２才児） 

 乳歯の状態に合わせてご用意していただき、給食用袋に入れて下さい。 

  歯磨き粉・キャップは必要ありません。 

 

・汚れ物を入れるビニール袋 １枚 

����週の始めにもってきていただくもの ���� 
・カラー帽子  

・お昼寝用布団    

敷布団 

    夏 タオルケットまたはバスタオル 

    冬 子ども用毛布 ※掛け布団・枕は必要ありません。 

※週の始めに持ってきていただき、週末にはご家庭に持ち帰っていただきます。

お洗濯や布団干しをお願いします。 



����すべての持ち物に名前の記入をお願いします

���� 

����入園時に用意していただくもの ���� 
・口ふきウェットティッシュ ３パックほど 

・箱ティッシュ ３箱ほど 

 

 

 

＊その他

  

※２ヶ月３ヶ月に一度、研修や消毒等を行うため臨時休園する場合がござ

います。その際の日程等は事前にお知らせ致します。 

   ご理解とご協力をお願い致します。 

※幼い子どもの共同生活ですので、子ども同士のトラブルによる軽微な怪

我については、ご理解をおねがいします 

そのようなことがあった場合には、職員より事情を説明するようにいたしま

す。 

 ※怪我防止のためにも爪は短く切りましょう（週に一度はチェックしてください） 

※おもちゃ・髪飾り等の持ち込みは禁止します 

 ※女の子の髪ゴムはシンプルなもので、切れたり紛失しても困らないものを

使用してください（髪の長い子は毎日縛るようにしましょう） 

 ※園では園児たちの損害保険・傷害保険等に加入しております。 

万一、園生活での怪我等により受診・通院する場合は、必ずご連絡下さ

い。 

 ※駐車場が狭く、送り迎え時にご迷惑をおかけしますが、近隣様へご迷惑を

かけぬよう、配慮をお願い致します。駐車場が空いている場合は路駐を避

け、駐車場をご利用ください。 

※半期に一度健康診断・年に一度歯科検診の記録の提出 

※１０ヶ月・１歳半・３歳等の検診や予防接種の記録のコピーの提出を

お願い致します。 

 

注）当日忘れもの等（着替えや・おむつ・水筒など）がありましたら、保育園の



もので対応します。使用したものは後日返却をお願い致します。 

    ・オムツは無記名でお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※インスタグラムのフォロー登録をお願い致します。 

  日頃の保育園の様子を写真や動画にて親御さんへ送配信

させていただきます。 

 


