平成 2６年度
入園のしおり

ご入園おめでとうございます！
あい保育園では「食育」
「英語」
「音楽」を柱に、お友達との集団生活を通して、豊かな心とからだの成長を遂げ、
たのしく保育園生活が営まれるよう、お子様を大切に保育してまいります。
入園後は、よりよい保育をするためにも「連絡ノート」をご活用いただき保護者の方との連絡を密に取り、お子
様も保護者の方も安心して登園できるようスタッフ一同努めて参りますのでよろしくお願いいたします。
ご質問、ご相談、苦情などは園長髙橋まで直接お申し出下さい（048‐838‐4191）
。

★★本園の保育方針★★
１ しっかりたべて、じょうぶなからだをつくろう
２ たのしくあそぼう
３ たくさんうたおう（にほんごとえいご）
早寝早起きの規則正しい習慣と食生活が丈夫な身体を作ります。
お友達とたくさん遊ぶ園生活を送るなかで優しさや思いやりの心を育てます。
たくさんの歌を通して、豊かな感性と表現力を養います。
★保育時間★
基本保育時間
延長保育時間
土曜日保育時間

★休園日★

7 時 30 分～18 時 00 分
18 時 00 分～19 時 00 分（アネックスにて合同保育）
7 時 30 分～19 時 00 分（アネックスにて合同保育）
日曜日、祝祭日、年末年始、その他

さいたま市認定家庭保育室
さいたま市認定ナーサリールーム

あい保育園
あい保育園アネックス

〒336-0018 さいたま市南区南本町 2－3－8 志賀パレスビル 101

（あい）

さいたま市南区南本町 2－11－2 リトルレイク南浦和１階（アネックス）
TEL ０４８－８３８－４１９１（数回コールの後、園長の携帯に転送されます）
ホームページ：http://www.aihoikuen.com/

★保育料について★
・保育料は前納となっております。
・毎月２５日に「えんだより」
「こんだてひょう」
「請求書」をお月謝袋に入れてお渡ししますので月末まで
に必ずお持ちください。また、ティッシュボックスかキッチンパックを毎月お願いしていますのでご協力
をお願いいたします。
・一時延長があった場合には、２０日までの分を合計して翌月の保育料と一緒に請求致します。
・納入された保育料は、いかなる理由においても返金致しません。
★登園場所について★

クラスは 4 月２日時点の年齢によって決まります

・あい保育園：２歳児（うさぎ）
・アネックス：３歳児（コアラ）
、４・５歳児（パンダ・イルカ）
・アネックス２：０歳児（ひよこ）
、１歳児（りす）
★登園時の注意★
・登園前は体温を測定して、体調を確認してください。
・登園時間は 7 時 30 分から９時３０分までにお願いします。
・お休みする場合や、朝、病院に行ってから登園するなど遅れる場合には必ずお電話ください。
・登園時は、靴下と靴を履いてきてください。裸足、サンダルはけが防止のため禁止です。
・ご家庭から玩具やお菓子などの不必要な物の持ち込みや、かばんに大量のキーホルダをつけることなども
ほかのお子様とのトラブルの原因になりますので禁止します。
・髪を止めるピン止めはとがっており、また取れやすいので禁止します。
★送迎の注意★
・送迎は交通に留意し必ず保護者の方が責任を持って行ってください。
・お迎え時刻は必ず連絡ノートに記入してください。（父 or 母）

１７：００等

・送迎時刻の変更、送迎者の変更がある場合には事前に必ずお知らせください。
・アネックスのフェンスの扉は開放したままにせず、必ず出入りのたびに閉めて下さい。
・車で送迎される場合は、他の方に迷惑のかからないよう駐車場所に気を付けてください。
（本園専用の駐車場はございません）
・ベビーカーは自己責任において、折りたたんで園の前に置いてください。
★外遊びについて★
・満 1 歳のお誕生日を過ぎましたら午前中外遊び、散歩に外出します。集団生活に支障のない健康なお子様
をお預かりすることを前提としていますので散歩外出拒否は原則ございません。予めご了承ください。
・足に合った靴をご用意下さい（スポーツサンダル、クロックスは禁止いたします）
・汚れてもよい服装で登園してください。
・りすぐみ以上からカラー帽子の購入をお願いします。
★延長保育★
・１８時以降は延長保育で別途料金を請求させていただきます。（月極延長、一時延長）
一時延長の場合１５分単位になります。交通機関の遅れ、電話連絡のない場合などいかなる理由においても
18 時を過ぎた場合は延長料金をご請求いたします。
・１８時に夜おやつ（おにぎり、汁物）を出します。必要ないときはお申し出ください。
その場合、水分補給のみになります。

★土曜保育★
土曜日の保育は両親共に勤務のある方のみ 受け付けいたします。
合同保育となり、担任が当番制で出勤となることをご承知おきください。
★給食について★
あさのおやつ

おせんべい、ビスケット、クラッカーなどと乳酸菌飲料、麦茶

（９時頃）
昼食

ごはんまたはパン、主菜、副菜、汁物、麦茶

（１１時１５分頃）

野菜を多く取り入れ、栄養のバランスのとれた給食を提供いたします。
離乳食は中期食からご用意いたします。
（初期食はご家庭でお願いします。
）

３時のおやつ

毎日手作りで提供いたします。飲み物は牛乳（満１歳以上）です。

（１５時２０分頃）
★与薬について★
・与薬はなるべく家庭で行い、やむを得ない場合のみ受け付けます。当園指定の与薬依頼票に必要事項を記入
し、薬剤情報提供書と薬と一緒に保育士に直接手渡ししてください。
・薬は、医師に処方された薬を１回分のみお持ち下さい。シロップは別容器に 1 回分を入れて下さい。
・薬の袋または容器には必ず名前をはっきり書いて下さい。
・その他別紙の注意事項をよくお読み下さい。
★外部講師による正課レッスン（英会話、リトミック、体操）★
本園では、表現力豊かな子を目標に外部講師による英会話とリトミックレッスン（1 回３０分～40 分程
度）を行っています（満１歳以上全員参加）。また、おおむね満３歳（２歳児）を迎えたお子様にはより運
動能力を発達させていくことを目標に体操指導も行っていきます。レッスン費用は保育料に含みます。
なお、英会話とリトミックは月２回、体操は月２～４回（年間 36 回）行う予定です。
レッスン予定日は毎月発行の「えんだより」でお知らせします。
★外部講師による課外教室
3 歳児以上（コアラ、パンダ、イルカぐみ）の園児を対象に課外教室を開講します。
契約は外部教室と行います。
・英会話

毎週水曜

16 時～17 時、１７時～１８時

・スポーツクラブ（体操）

毎週木曜

15 時 30 分～16 時 30 分

★ホームページでの写真の掲載について★
保護者の方にお子様の様子を伝える手段として、毎日、保育の様子を写真に撮り、一部をホームページに
載せています。掲載を拒否される場合は、園長までお申し付け下さい。
★写真・ビデオ販売について★
・写真はインターネットサイト“パシャライフ”で販売いたします（おおよそ１回/月）
。別紙参照
・園の日常生活を撮影するビデオは、３～４ヶ月毎に申し込み書を配布し、お申込みのあったお子様を撮影、
編集して DVD でお渡しします。お子様の成長の記録としてもお勧めです。
料金

：

写真（通常） １枚

８0 円

DVD ビデオ

１枚

１，５００円

★慣らし保育★
お子様が新しい環境にスムーズに入り、できるかぎりストレスを軽減するために慣らし保育をお願いしてい
ます。基本は、５日間で午前保育が中心です（￥２０００／１日）。お仕事の開始日やお子様の状態によって、
個々の対応が必要ですのでご相談ください。
第１日目

９：３０～１１：２０

（給食なし）

第２～４日目

９：３０～１２：２０

（給食あり）

第５日目

９：３０～１６：００

（給食、午睡、１５時のおやつあり）

※入園前から早寝早起きを心がけ、園生活により早く慣れるように準備をお願いします。
★平成 2６年度
４月

年間行事予定★

新年度開始（１日）新入園児慣らし １０月

運動会、健康診断、秋のバス遠足

保育（１日～４日）

１１月

リトミック参観、歯科検診、給食試食会

５月

健康診断、ピクニック

１２月

クリスマス会(２０日)

６月

英会話参観

７月

七夕の会

８月

水遊び

９月

お月見会

冬休み２９日～１月４日
水遊び、体操参観

お盆休み１３日～１６日

１月

保育開始５日

２月

節分の会、保育参観

３月

ひなまつり、親子遠足、卒園式(28 日)

＊その他さいたま市家庭保育連絡会主催の行事があります。
★毎月の行事予定★
第１週

身体測定

第３週

おやつ作り

第２週

避難訓練

第４週

お誕生会

＊このほかに英会話、リトミックレッスン、体操（２歳児以上）が入ります
★入園日の持ち物★
園で保管

毎日持ってくるもの
通園バックの中に・・・

ﾁｪｯｸ

保険証のコピー

ハンドタオル

健康報告書・幼児票

食事用エプロン

最新の健康診断のコピー(母子手帳)

連絡ノート

お着替え
おむつ

2組

◎お願い

20 枚くらい

おしりふき
哺乳瓶

＊巾着袋に入れて

1 パック

粉ミルク

＊必要なお子様

歯ブラシ

すべての持ち物に必ず記名してください
特に、上着、靴、靴下、おむつにもお願い
します。

厚手のバスタオルまたはフリースケット

その他

クラス帽（外遊び用）＊1 歳児以上

おむつやミルクなどは、ストックがなくな

ティッシュボックス（共用品）

り次第連絡ノートでお知らせしますので

キッチンパック（共用品）

次の登園時にお持ちください。

・体操服、お絵かき帳（２歳児以上）
・遊び着、クレヨン、はさみ、のり（3 歳児以上）
・鍵盤ハーモニカ（4 歳児以上）

★感染症について★
保育所は乳幼児が集団で長時間生活を共にする場です。感染症の集団発生や流行をできるだけ防ぐことで、
一人一人の子どもが一日快適に生活できるよう、保護者の皆様にもご協力をお願いいたします。感染症を発
症した時は必ず医師の指示に従って無理せず家庭で休養するようにお願いいたします。当園では厚生労働省
「保育所における感染症対策ガイドライン」に従い、下記の感染症については医師の意見書または保護者の
登園届の提出をお願い致します。
○医師が記入した意見書(登園許可証、治癒証明書)の提出が必要な感染症
感染症名
麻疹（はしか）

感染しやすい期間

登園の目安

発症 1 日前から発疹出現後の 4 日後 解熱後 3 日を経過してから
まで

インフルエンザ

風しん

症状が有る期間（発症前 24 時間から

発症した後 5 日を経過し、かつ解熱した

発病後 3 日程度までが最も感染力が

後 2 日を経過するまで（幼児にあっては

強い

3 日を経過するまで）

発しん出現の前 7 日から後 7 日間く

発しんが消失してから

らい
水痘

発しん出現１～2 日痂皮形成まで

すべての発しんが痂皮化してから

発症 3 日前から耳下腺腫脹後 4 日

耳下腺、顎下腺、舌下腺の腫脹が発現し

（みずぼうそう）
流行性耳下腺炎
（おたふくかぜ）

てから 5 日を経過するまで、かつ全身状
態が良好になるまで

結核

医師により感染の恐れがないと認める
まで

咽頭結膜熱

発熱、充血等症状が出現した数日間

主な症状が消え 2 日経過してから

（プール熱）
流行性角結膜炎

充血、目やに等症状が出現した数日間 感染力が非常に強いため結膜炎の症状
が消失してから

百日咳

抗菌薬を服用しない場合、咳出現後 3 特有の咳が消失するまでまたは 5 日間
週間を経過するまで

の適正な抗菌性物質製剤による治療を
終了するまで

腸管出血性大腸菌感染症

症状が治まり、かつ、抗菌薬による治療

(O157、O26、O111 等）

が終了し、48 時間をあけて連続 2 回の
検便によって、いずれも菌陰性が確認さ
れたもの

急性出血性結膜炎

ウイルスが呼吸器から１～２週間、便 医師により感染の恐れがないと認める
から数週間～数ヶ月排出される

髄膜炎菌性髄膜炎

まで
医師により感染の恐れがないと認める
まで

○医師の診断を受け、保護者が記入する登園届の提出が必要な感染症
病名
溶連菌感染症

感染しやすい期間

登園の目安

適切な抗菌薬治療を開始する前と開始後

抗菌薬内服 24～48 時間経過していること

1 日間
マイコプラズマ肺炎

適切な抗菌薬治療を開始する前と開始後

発熱や激しい咳が治まっていること

数日間
手足口病

伝染症紅斑

手足や口腔内に水疱・潰瘍が発症した数

発熱や口腔内の水疱・潰瘍の影響がなく、普

日間

段の食事がとれること

発しん出現前の 1 週間

全身状態が良いこと

(りんご病)
ウイルス性胃腸炎

症状のある間と、症状消失後 1 週間(量は 嘔吐、下痢等の症状が治まり、普段の食事が

(ノロ、ロタ、アデノ 減少していくが数週間ウイルスを排泄し

とれること

ウイルス等)

ているので注意が必要)

ヘルパンギーナ

急性期の数日間(便の中に１ヶ月程度ウ

発熱や口腔内の水疱・潰瘍の影響がなく、普

イルスを排泄しているので注意が必要)

段の食事がとれること

RS ウイルス感染症

呼吸器症状のある間

呼吸器症状が消失し、全身状態が良いこと

帯状疱疹

水疱を形成している間

すべての発しんが痂皮化してから

突発性発しん

解熱し機嫌がよく全身状態が良いこと

＊医師の意見書は、当園の書式、病医院の書式のいずれでもよい
＊登園届（保護者記入）は当園の書式を使用してください
当園の書式はホームページの PDF ファイルを印刷して使用することもできます。
・感染症発生時には、メールやお迎え時にお知らせいたします。園内での流行を最小限に抑えるためにご協力を
お願いいたします。
・嘔吐物や便の付着した衣類について
ウイルス性胃腸炎の疑いのある場合、園内での感染をできる限り抑えるため、園で衣類を洗わずに、汚れた衣
類をそのままビニール袋に入れてお返しいたします。ご家庭でも感染しないように細心の注意を払って洗濯して
ください。別紙参照

