
入 園 案 内

社会福祉法人はばたき

ふれあい保育園



◦　園の概要 ・名　称 ふれあい保育園

・所在地 〒876-0824　佐伯市字女島6930番地

・電話番号 0972-22-9933

・設　立 平成24年1月　(※平成28年3月 大分県 児童福祉施設認可)

・運　営 社会福祉法人はばたき

・定　員 70 名

・職員数 25 名

・責任者 園長　佐藤 良祐

◦　保育理念 ◎　子どもたちの、本来持っている可能性を引き出しながら、自信につなげる。

◦　保育目標 ☆ 「ふれあいを大事する子ども」

☆ 「れいぎ正しくできる子ども」

☆ 「あいさつのできる子ども」

☆ 「いつも元気で明るい子ども」

◦　保育方針 ① 健康・安全などの、生活に必要な基本習慣や態度を養う

② 人との関わりの中で、信頼感、自主、協調の態度を養う

③ 自然や物事についての興味や関心を育てる

④ 言葉への興味や関心を養う

⑤ 様々な体験を通じて、豊かな感性を育てる

⑥ 子どもたちが本来持っている能力と、その可能性を最大限に伸ばす

◦　保育時間 ・標準保育 月～土曜：8:00～18:00　送迎対応：7:00～9:00・17:00～18:00

・短時間保育 月～土曜：8:00～16:00　延長保育対応：7:00～8:00・16:00～18:00

◦　休園日 ・日祝日 ・年末年始（12/29～1/3）・その他 所轄庁及び園の規定による

◦　延長保育 ・全年齢で利用可能　「延長保育のご利用について」参照

◦　一時保育 ・全年齢で利用可能　「一時保育のご利用について」参照

◦　苦情受付窓口 ・苦情解決責任者 佐藤 良祐（園長）

・苦情受付担当者 管 沙緒里（主任保育士）・秋山 奈津美（副主任保育士）

石井 藍子（事務）

・第三者委員 金丸 俊昭　 TEL 0972-23-3576

加藤 宗義　 TEL 0972-46-1349

◦　併設施設 ・子育て支援センター　「ほほえみひろば」

開館時間 ・月～金（祝日を除く）　10:00～15:00



◦　ご家庭より持参いただくもの ※すべての持ち物に、記名をお願いします！

◦はな組（０歳児） ＊通園バッグ

・連絡帳 ・手拭きタオル（※紐なし：３枚 ）・オムツ（６枚）

・着替え（上着３枚、ズボン３枚、下着３枚）

・おしり拭き（１個） ・ビニール袋（２枚） ・エプロン（３枚）

・おしり拭き用タオル（フェイスタオルサイズ２枚）

◦そら組（１歳児） ＊通園バッグ

・連絡帳 ・手拭きタオル（※紐つき：１枚、紐なし：３枚） ・オムツ（６枚）

・着替え（上着３枚、ズボン３枚、下着３枚）

・ビニール袋（２枚） ・エプロン（３枚） ・おしぼり（３枚）

・おしり拭き用タオル（フェイスタオルサイズ２枚）・水筒（お茶または水）

◦ゆき組（２歳児） ＊通園バッグ　＊水筒（お茶または水）

・連絡帳 ・手拭きタオル（※紐つき：２枚） ・オムツ（３枚）

・着替え（上着3枚、ズボン3枚、パンツ３～４枚、下着２枚）

・ビニール袋（２枚） ・おしり拭き用タオル（フェイスタオルサイズ）

※必要に応じてエプロン、手拭きタオル（紐なし）をお願いする場合がございます。

◦にじ組（３歳児） ※体操服で登園　

＊通園バッグ　＊水筒（お茶または水）

◦ほし組（４歳児） ・連絡帳 ・手拭きタオル（※紐つき：２枚）

・歯ブラシ、コップ、コップ入れ

◦つき組（５歳児） ・着替え（上着２枚、ズボン２枚、下着２枚）

・水筒（お茶または水） ・ビニール袋（２枚）

◦０～４歳児共通 ＊午睡用の布団、布団袋（毎週金・土曜日に持ち帰る）

◦４～５歳児共通 ＊上靴 （毎週金・土曜日に持ち帰る）

◦　体調管理について　

※　保育中、体調不良や37.5°以上の発熱が認められた場合は、お迎えをお願いします。

※　ご家庭で発熱や心理面の不調、異状のあった場合は、登園時もしくは連絡帳でお知らせ願います。

◦　お薬について　

※　お薬は病院で処方されたもののみ、園で投与しています。その際、与薬依頼書とお薬表の提出が必要となります。

忘れた場合は投与できません。

※　一日分のお薬のみお預かりしています。直接、保育士への手渡しをお願いします。



◦　病気について　－かかりやすい感染症など－

※　下記の感染症等にかかった場合、流行の防止のため登園停止となります。

※　感染した場合は、可能な限り早くお知らせください。

※　治療後の登園は、医師と相談の上、「意見書」の提出をお願いいたします。

◦　新型コロナウイルス感染症防止についての補足　

◦登園について ・お子さんやご家族の健康状態におきまして、急な呼吸器症状が認められた場合は、

37.5℃の発熱が認められなくても、登園の自粛をお願いいたします。

・呼吸器症状や発熱等の症状によりPCR検査等を受けた結果、「陰性」と判断された場合、

症状が解消されれば、登園できます。

・風邪の症状や37.5℃以上の発熱が4日以上続く場合、また強い倦怠感、息苦しさを

感じる場合は、かかりつけ医、若しくは南部保健所（☎22-0562）にご相談ください。

追記

◦マスクについて ・お子さんにつきましては、一人ひとりの発達状況を踏まえる必要性から、一律に

マスクの着用を求めておりません。特に２歳未満のお子さんの場合、自分で外すことが

困難であることから、窒息や熱中症のリスクが高まるため、着用は推奨されません。

然るに、昨今の新型コロナウイルス感染症予防に鑑み、２歳以上児につきましては、

ご家庭の要望を踏まえて着用することも可能です。その際、職員が十分に配慮致しますが、

お子さんが嫌がる場合は、着用を控えさせて頂きますのでご了承下さい。

主な疾患名 出席停止期間の基準

新型コロナウイルス感染症
（濃厚接触者に特定された場合）

「陽性者と最後に接触した日から５日間を経過する日」まで
　※所轄庁及び施設側より、臨時休園を行うことも考えられる

インフルエンザ

百日咳

麻疹（はしか）

「特有のせきが消える」もしくは
「５日間の抗菌性物質製剤による治療終了」まで

「発症後５日を経過し、かつ解熱後３日間経過」まで

「解熱後３日間経過」まで

「腫れが出た後５日を経過し、
　かつ全身状態が良好になるまで」

「発疹が消失するまで」

「すべての発疹が痂皮（かさぶた）化するまで」

「主要症状が消えてから２日間経過」まで

流行性耳下腺炎
（おたふくかぜ）

風疹（三日はしか）

水痘（みずぼうそう）

咽頭結膜熱（プール熱）



◦　おうちの方へのお願い

・日常生活のリズムを整えておきましょう。

・つめが伸びていないか、こまめにチェックして短くしておきましょう。

・おもちゃ、お菓子類は持ち込まないようにしましょう。

・水遊び、外遊びができないときは知らせてください。

・存分に遊べるように、脱ぎ着しやすい服装・汚れてもよい服装で過ごしましょう。

・休園、登園が遅くなる場合は８時30分までにご連絡願います。

・登園は９時までにお願いいたします。

・教材費、延長料金等は保育士へ手渡しをお願いします。

・靴での登園を行いましょう。

・駐車場では手をつないで歩きましょう。

・登園時、降園時には職員に声かけをお願いします。

・17時以降は混み合いますので、速やかな降園をお願いいたします。

・お迎えが、同居のご家族以外の場合は、事前連絡をお願いいたします。

・お仕事がお休みの場合は、家庭保育をお願いいたします。

◦　スポーツ保険

・保育中の事故の未然防止に最大限努めておりますが、万一の不慮の事故に備えて、

独立行政法人日本スポーツ振興センターと災害共済給付契約を結んでいます。

加入は任意となっておりますが、希望される方は別紙同意書の提出をお願いします。



◦　食事面について　

・子どもの成長に「食」は大きく関わってくるものと考えます。

当園の給食・おやつは子ども達の健やかな成長を願い、安心・安全な食事ができるよう、園内の調理室にて

調理、提供しています。また、アレルギーのあるお子様には除去食の対応をしています。

◦給食について ・毎月、独自に献立を作成し配布しています。

・全クラス、完全給食です。

・月に1度お弁当日を設けており、ご家庭からお弁当を持参していただきます。

　　※遠足や発表会などの行事がある場合は月２回になることがあります。

・離乳食はご家庭での進み具合に応じて行っています。

　　※１歳になったら、離乳食から幼児食へと移行します。

・ご家庭で食べたことのない食材は、園でも除去させていただきます。

◦おやつについて ・０歳～２歳のクラスは、朝と15時の２回。３歳～５歳のクラスは15時の１回

・基本手作りのおやつですが、月に数回市販のお菓子を提供しています。

◦食物アレルギーの対応について ・医師の診断書と除去食依頼書の提出をお願いします。

・定期的な検査をお願いします。（年に2回、書類の提出をして頂きます。）

・アレルギーの内容によって園で対応できない場合、お弁当を持参していただく

ことがありますのでご了承ください。

◦地産地消の取り組みについて ・毎月、第３金曜日は地産地消デーで、主に佐伯産・大分県産の食材を使って

給食を作っています。

・子どもたちが、田植えや稲刈り、苗植えをして収穫した食材も使います。

◦朝ご飯についてお願い ・朝食は一日のスタートで、朝、起きた時の身体はエネルギー不足で体温も

低い状態です。朝ご飯を食べることで体温が上がり、眠っていた脳や身体に

スイッチが入り活動しやすくなります。食べずに来ると、注意不足から

事故やケガにつながったり、イライラしたりで、活動やお友達と元気に遊ぶ

ことができないので、必ず朝ご飯を食べてから登園しましょう。

◦　給食費の取扱いについて　

・令和元年10月の幼児教育・保育無償化の開始に伴い、保育園を利用する3歳以上児（暦年）につきまして、

保育料が無償となりました。

　但し、給食費につきましては、園内外を問わず、子育てを行うにあたって必要な費用である観点より、

各家庭のご負担となっております。

　然るに、当園に置きましては、下記の通り、給食費を徴収させて頂いております。

・月額5,000円

・口座引落（大分信用金庫 各支店）

　※口座をお持ちでない方は開設をお願いします。

・毎月26日（金融機関休日の場合は翌営業日）

・次に該当する場合、1日あたり200円の減額を行います。

① 　月の途中で退園する場合

②　前月15日迄に土曜保育申込書で休園連絡を頂いた場合

③ 　前月15日迄に平日連続3日以上の休園連絡を頂いた場合

※　お弁当日（行事日含む）につきましては、減額を行いません。

◦徴収金額

◦支払方法

◦ 引 落 日

◦ 備 考



◦　保育園での一日の流れ　

０～２歳児 ３～５歳児

はな組 そら組 ゆき組 にじ組 ほし組 つき組

7:00

順次登園 順次登園

（当番の保育士が対応します） （当番の保育士が対応します）

※延長保育対応《短時間保育》 ※延長保育対応《短時間保育》

自由あそび ～8:00 自由あそび

おやつ 9:00 朝のお集まり、出席確認

朝のお集まり、出席確認 9:30 かけっこ・たいそう

よみかき・けいさん

園庭あそび・おさんぽ 9:45 おんがく・園庭あそび

せいさく　など おさんぽ・せいさく　など

給食 11:00

おかたづけ・おひるね 12:00 給食

13:00 おかたづけ・おひるね・自由あそび

※つき組は午睡がありません※

おやつ 15:00 おやつ

以降：延長保育≪保育短時間≫ 16:00 以降：延長保育≪保育短時間≫

帰りのお集まり・降園準備 帰りのお集まり・降園準備

順次降園 順次降園

以降：延長保育≪保育標準時間≫ 18:00 以降：延長保育≪保育標準時間≫

※事前申込が必要です※ ※事前申込が必要です※

閉園 19:00 閉園



◦　延長保育のご利用について　

◦保育標準時間 ・延長保育は、18:00から適用となります。

・契約利用となり、18:30迄のご利用は月契約（月額：2000円）を利用できます。

18:30~19:00の月契約はございません。

日割契約は（18:30迄は1名200円/30分・18:30以降は1名500円/30分）となります。

・同一月内においての契約の変更はできません。

・日割契約で利用される場合は、「17時までに必ず連絡」をお願いします。

当日、延長保育を利用される方が多い場合、園児の安全性を優先してお断りする

ともございます。ご了承ください。

・月契約で利用される場合は、毎月更新となりますので、前月末日までに

お申し込みください。

・延長保育を希望されない方は、必ず18:00前に降園をお願いします。

18:00を過ぎた場合は料金を頂くことになります。それぞれご事情もあるかと

思われますが、ほかの延長保育を利用されている方との公平を期する必要が

ありますので、ご了承ください。

・閉園時刻は19:00です。それまでに必ず降園をお願いします。

◦保育短時間

・7:00～8:00、16:00～18:00が、延長保育に該当します。

・利用料金30分200円（0～30分：200円、以降超過ごとに200円追加）です。

・月極契約、日時契約はございません。朝、夕の延長時間の通算はいたしません。

・登園時、降園時にそれぞれ利用時間の確認をお願いします。

・延長保育を希望されない方は、8:00以降の登園・16:00迄の降園をお願いします。



◦　一時保育のご利用について　

◦内容 ・一時保育は、8:00～16:00です。一ヶ月「14日間以内」でご利用できます。
　保育希望日の一週間前までに申込書と健康調査書をご記入の上、お申し込みください。

・保育利用料金は、一日利用:1200円 (昼食・おやつ代込)、

　半日利用( 8:00～12:00 )：600円 (昼食代込)です。

　保育の当日までに、料金のお支払いをお願いいたします。

◦ご留意頂くこと ・保育の当日、体調の悪いお子さん(熱がある等)は、お預かりできません。

・保育のできない状態（ひどい泣き叫び等）の場合、早めのお迎えをお願いすることが

　ございます。

・食事はきちんと取り、用便（大・小）は事前に済ませてください。

・お子さんの服装は、動きやすくて汚れてもよいものにしてください。

・おもちゃは、破損、紛失のおそれがありますので、持ち込みはご遠慮ください。

・お迎えは16:00までにお願いいたします。

・職員配置数の関係上、ご希望日にお預かりできない場合もございます。

　ご了承ください。

◦持ち物 ・ 着替え（Tシャツ、パンツなど）・お手拭き用タオル・ティッシュ

・ お昼寝用ふとん　・お茶などをいれた水筒　・おむつ（０歳～２歳児：必要な場合）

◦　地域子育て支援事業　ーほほえみひろばー　

◦開所時間　AM 9:30～P.M 2:30

・ 親子で気軽に集い、手形アートやリトミックなど一緒に楽しむ憩いの場です。

・ 育児の悩み相談や座談会、イベントを通じて子育てを楽しむサポートを行っています。


