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１、は じ め に

＊ 今泉保育園は
社会福祉法人今泉福祉会が設置経営する児童福祉法第７条に規定する福祉施設で、保

育に欠ける乳児または幼児を保育することを業務とする私立保育園です。

＊ 沿 革
今泉保育園は初代園長山城法了が当地の幼児教育にと西運寺に無認可の今泉幼児園を開

設したのが始まりです
入所希望者が増え、今泉幼児園を発展解消し昭和４６年４月１日社会福祉法人今泉福祉

会今泉保育園として私財を持って設立しましたが３４年を経過し老朽化と乳児保育、学童
保育などの特別保育に対応することが困難となって来ました、２代目園長の山城了道が現
地に平成１３年３月２６日移転新築して今日に至っています。

＊ 保育の指針
本園においては保育に欠ける乳幼児を保育の対象として、児童が安定感をもって活動で

きるように、その心身の諸能力を健全で調和のとれた姿に育成し、養護と教育が一体とな
って豊かな人間性をもった幼児を育成することを目的とする。
１，基本的生活習慣を身につける。
２，「まことの保育」の実践

本園においては御堂にお参りをし、み仏さまのみ教えをきき幼児の理想の人格を形成す
る基本的ないとなみとして合掌のできる心豊かなこどもを育成する。
３，和太鼓、毛筆習字、スポーツ教室を取り入れ、講師の先生とともに楽しんでいます。

＊ 保育の目標
子どもの秘めた豊かな可能性を伸ばし心身共に健康で、自分で考え行動出来る子ども、

自主性、意欲、思いやり、集中力の基礎を育てることを保育の目標とします。

※ 0才から 4才位までは“甘えられる”ことが最も大切です。

※“甘え”と“甘やかし”は違います。子どもが求めていないのに先回りをして、子どもが

困らないようにしてあげたり、物を買い与えるのは“甘やかし”で好ましくありません。

※抱く、添い寝、頬ずり、おんぶ、一緒に入浴等身体的接触、言いかえればスキンシップ

はこの時期に欠かすことのできないものです。

※甘えを受け入れ、子どもに任せることにより、子どもは自己発揮をし生き生きと活動を

始めます。

※子どもに自由を与え、大人は手も口も出さずに、ただ目を離さずに見守りますと、子ど

もは実にたくさんの体験をし、そして失敗もします。

※そのたくさんの失敗を乗り越え、又何度も挫折しながら意欲を燃やし、集中力を高め、

自己意欲の実現に努力します。そして自己意欲の実現に達成感あるいは成就感の感動体験

をしながら豊かな感性と、強い精神力や、自主性が育っていきます。

※私達が生活する中で、思いやりのある人間と暮らすことは心豊かで楽しいものです。

※“思いやり”は思いやりを受けた心に育ちます。

※一日の大半を保育園で過ごす子ども達に、やさしさと受容の心で保育させて頂き、思い

やりのある人に育てていきたいと思っております。
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２、保育の内容

〈０才児保育〉乳児期は、子どもが人間として生きる為の人となる基礎作りのスタート地
点として大切な時期です。

☆手先の消毒、オモチャの消毒は勿論の事、衛生面には十分に配慮し、安全な環境の中で

一人ひとりの子ども達の生理的要求を十分満たし、愛情を注ぎながら気持の快い生活が出来

るように心がけています。

☆授乳はゆったりと落ち着いた雰囲気の中で必ず抱っこして、微笑みかけながら飲ませて

あげるようにしています。

☆離乳食は「０才児の食事計画」に基づいてゴックン→モグモグ→カミカミの段階をふま

えながら色々な味、食材に慣れていけるようにしています。

〈１才児保育〉１才児は“自分で”の時期で自我が芽生えてきます。生活リズムの安定ととも
に自立心が育ってきます。

☆生活の自立の第１歩として２才児の誕生日を目安にトイレトレーニングを行い、個人差も

考慮しながら進めます。

☆食事面では自分で食べようとする意欲を大切にしながら、楽しい雰囲気の中で食べるよう

にしています。

☆一人一人に保育者が寄り添っての生活をしていくように心がけています。大人から優しく

受け入られて安定した生活・遊びが出来ていきますが、生活リズムに気付けて夜は十分に睡

眠がとれるようにしてあげましょう。

〈２才児保育〉２才児は身の回りの簡単なことは自分でしようとしたり、大人が見守っている
と喜んでします。自分の要求や思いを言葉で伝えられるようになってきます。

☆安心できる保育者との関係の中で、遊ぶ意欲を大切にし子どもの発達を励ます立場で援助

していくように取り組んでいます。

☆「これなあに？」と何でも質問してきたり、自分の思いをストレートに出してきて、友達

とケンカになったり、仲良く遊んだりする中で友達との関わりが出てきます。

☆子ども同士の関わりが芽生えてきますが、まだまだ自己中心の年令です。順番やゆずる等

は難しい時期です。

〈３才児保育〉他の人と親しみ、人と関わる事を喜び大人が見守っている中で子ども同士で遊
びが広がってきます。

☆保育者は遊びを見守ったり、ある時は積極的にかかわりながら遊びのヒントを与えたりし

て、子ども達だけの遊びも展開できるよう手助けしたりします。

☆自分で出来るようになった喜びを子どもと一緒に共感し合っていくようにしています。

〈４才児保育〉４才児は友だちをはじめ、人の存在をしかっり意識できるようになり、友達と
一緒に行動することを喜ぶ。その一方けんかなどトラブルも増えていきます。

☆保育士は一人一人の子どもの気持ちや考えを理解して受け止め、互いの信頼関係の中で子ど
も達が自分の気持ちや考えを安心して表すことができるよう働きかけています。

〈５才児保育〉５才児は毎日の保育園生活を通して自主性や自律性が育ち集団での活動も充実し
きまりの意味も理解できるようになってきます。

☆保育士は子どもの社会性がめざましく育つことに留意しながら自分と相手とのぶつかり合い
やけんかが起きても、今までのようにすぐ保育士に頼るのではなく、自分で解決しようとす
る気持ちが育つよう援助していきます。
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３ 保育について

１．保育時間
原則として
標準保育時間 月～金（午前７時 ～午後６時 ）が保育時間となっています。
短時間保育 月～金（午前８時半～午後４時半）の８時間（Ａ）

月～金（午前８時 ～午後４時 ）の８時間（Ｂ）
土曜日（午前７時～午後１時）

２、延長保育 両親の仕事の都合により夕方７時までの延長保育を行っています。
土曜日の午後の保育は１３：００～１７：００まで行います。

※希望される方は、申込用紙がありますので記入して提出して下さい。

３０分延長 日額 １００円 月額１．０００円 ※１０日以上になると
１時間延長 日額 ２００円 月額２．０００円 月額に成ります

１時間半延長 日額 ２５０円 月額２．５００円
２時間以上 日額 ３００円 月額３．０００円

３、乳児保育 ６ヶ月より保育します。

４、一時保育 一時的に保育が必要な場合、申し込みして下さい。
（冠婚葬祭、看護、通院等どんな時でもご利用下さい。園に直接相談申し込
み下さい。）

５、一日の流れ

一日の過ごし方（０，１，２歳児） 一日の過ごし方（以上児）

登 園 機嫌、健康面について視診 登 園 荷物の整理、シール貼り
好きな遊びをする。

9:30 朝のおやつ 9:30 お集まり
好きな遊びをする
午前中遊び 10:00 設定保育
（室内遊び、外遊び、お散歩等）

11:20 給食
※０．１歳児は特に個人の生活時間を大
切にながら臨機応変に対応します。 12:30 お昼寝
※２才児は設定保育

14:20 起床、身支度
11:00 給食
12:00 お昼寝 15:00 おやつ

個人に応じて睡眠時間をとる
14:00 目が覚めた子から起きて遊ぶ 15:30 お帰りの会（絵本・歌
15:00 おやつ・ お集まり 個人の発表等）

（絵本読み、歌、手遊び等） 16:00 降園
16:00 お迎え開始 遊びながらお迎えを待つ

遊びながらお迎えを待つ
18:00 延長保育へ移行

18:00 延長保育へ移行

午 睡

幼児期は心身の発育が活発であるため、活動は 4時間くらいが限度とされています。保育は
朝から夕方までの長時間にわたります。そこで活動と休養を繰り返しますが、その中で午睡が
必要と成ります。正味 1時間くらいです。午睡をとるとハツラツと元気が出ます。

６、仕事が休みのとき
保育園は学校とは違い出席することへの評価、目標はありません。保護者の方のお休みに合わ

せてお子様とご家庭でゆっくり過ごされてかまいません。また保護者の方が休みでも園に気兼ね
されずお子様を預けて下さい。
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日常の保育の他に講師の先生による保育時間を実施しています。

和太鼓 九州支社より講師の先生を招いて園児、保育士共に指導してもらっています。
動と静のけじめある行動と集中力・聞く耳を育てる等の効果が出ています。頑張って
やり遂げる達成感、それを見てもらう事により満足感を味わい色々な面に自信となっ
て現れています。

書 道 宇城市三角町より平木由美子先生を講師に迎え月３回書道教室を行っています。習
字をして、正しい姿勢（背中を伸ばす。足をそろえる、肘をつかないなど）を保とうと
いう気持ちが芽生えてきたこと、集中力が増し子どもたちが熱心に指導を受けている姿は
保育園児とは思えない程です。

空 手 三角に道場がある琉翔館の神崎先生の指導により空手道を習っています。
礼から始まり礼で終わる規律ある行動で「型」「組み手」の二通りありますが、「型」
の指導を受けています。ゲーム等も内に入れ走ったり、とんだり等体力作りと共に先
生と遊ぶのも楽しい時間です。

スポーツ 熊本市のクオラスポーツクラブの先生の指導により、色々な種類のスポーツ
を習っています。３才児以上が各クラスの年令に応じた運動を行っています。

Eフレンズ ティム先生が月 1回楽しみながら英語でお話しをしたり、ゲームをしたりして
楽しんでいます
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４、健康生活
園は(集団生活)の場です。伝染性のある病気にはいつも神経をとがらせています。病気

にかかったなと思われたら早めに休園し感染が始まらないようにご協力下さい。

また、いつもの様子や他の子どもの様子から比べて元気がない、熱があるなど全体の中

で見ると様子が変だとわかることもあります。そのときは園から念のため病院へいってみて

下さいとお願いすることもあります。

（１）主な伝染病はつぎのものです。

※ その対策
インフルエンザ 診断を受けた日から１週間休み

は し か
耳 下 腺 炎

水 痘 診断を受けた翌日から５日間休み

手 足 口 病

※園の感染予防に対する取り組みについて

園で「発病」や「ケガ」をしたときは応急処置と同時に保護者に連絡をとりますのでお迎えを

お願いします。未満児はとくに急変する事がありますのでお互いに特に気をつけたいものです。

くすりを服用する時は、連絡帳に必ず記入されて、お帳面に貼って持たせて下さい。

くすり袋に名前と時間を記入して粉も液も１回分持たせてください。

○未満児、以上児さんのクラスでは玩具等共同で使用したものは、おもちゃ殺菌庫で消毒をしてい

ます。

未満児さんのトイレ、教室、手の触れる窓、カベ、床はオゾン水で拭いています。

○保育士は一人の園児のおむつを交換するたびに使い捨てゴム手袋をかえ、手洗いをして衣服を着

せるという行程を取っています。

又、保育室には常に空気清浄機を入れています。

園で「発病」や「ケガ」をしたときは応急処置と同時に保護者に連絡をとりますのでお迎えを

お願いします。年少児は勝負が早いのでお互いに特に気をつけたいものです。

○ 仕事の都合で少し具合が悪くても登園させる場合は、経過と現状をかくさず詳しく担任に話し

ておいてください。その日の連絡先を必ず知らせて下さい。

○ 食事・排泄・睡眠・身体のくせ(ｱﾚﾙｷﾞｰ・脱臼等)は細かい事でも担任に教えて下さい。

○ 未満児の子どもには、第一反抗期が表れる様になり、すぐに機嫌が悪くなったり、かみついた

りつねったり、押したり、つついたりする事は、言葉で自分の意志を伝えられなかったり、甘え

たいのに、甘えられなかったりが欲求不満になり、自分の精神状態をうまくコントロール出来な

いためにおこる行動です。

どの子にも見られる行動ですので、ひどくならないように充分注意して見ていますが、跡形が残

る様な事もあるかと思います。その時は大目に見て許して下さい。
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５、生活習慣

○薄着の習慣を付けましょう。

＊ 連絡ノ－トを活用してください。

○連絡ノ－トは子どものその日の状態を家庭と園で連携しあうもので、機嫌が悪か

ったり健康状態など伝えあうことで家庭と園とで共通理解する事につながります。

○納入金など園からの連絡などもありますので、毎日目を通して下さい。

○病気で休んだときは、登園するときの健康状態・経過の概略を書いて下さい。休ん

だときの記録が有れば子どもの状態を知る上で大変助けになります。

保育園は集団生活の場ですから次の事に御協力下さい。

（１）欠席・遅刻の連絡について

欠席・遅刻をされる場合は、９時までにご連絡下さい。給食の数の把握、散歩に出かけ

る時間の都合上御協力下さい。又その伝達については、事務室にてお受けします。保育中の

担任保育士を電話口に呼ぶ事は他の子どもに対して目が奪われることに成ります。その日の

設定保育を十分に活用したいと思いますので御協力をお願い致します。

（２）送迎時の諸注意

車のエンジンのかけっ放し、駐車場での安全な車の駐車位置、安全な乗り降りをさせて下

さい。登園されたら必ず、保育士に御子様を手渡されて下さい。駐車場から園庭まで御子様

の手を繋いで登園してみて下さい。お互いの手の温もりを感じられます。

（３）勤務先に変更があった場合

勤務先に変更があった場合、その都度ご連絡下さい。又その場合連絡先も変わりますので、

連絡先も必ず提出して下さい。

（４）薬の取扱いについて

薬の取扱いについては、原則的には、お預かり出来ません。しかし勤務の都合上どうして

も投薬せざるを得ない時には、投薬の内容、何の為の薬か何時に飲ませるか、又薬の袋には

必ず名前を記入して下さい。持たせる薬は、１回分だけにして下さい。

医師の診断の元に出された薬のみとします。（市販の薬はお預かりしません）

（５）御子様の家庭での様子、保育園での様子を知る為に個人面談を行います。家庭訪問を以

前は行っておりましたが時間がなかなか取れなく成りましたので個人面談と成っておりま

す。

（６）御子様が病気をされた時は、園では病児保育は行っていませんので、家庭で見て頂く事

に成ります。必ず誰かお家で見る人を決めておいて下さい。病気等はかるいうちに治しま

しょう。

（７）保育園で病気の症状が出たり、怪我をされた時は、保護者の方に連絡を取りますので、

毎日連絡が取れるようにしておいて下さい。
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６、給 食

１、給 食
３歳未満児については、主食、副食、それに午前のおやつ、午後のおやつを合わせた

完全給食です。

以上児については、副食と午後のおやつが給食です。主食（ごはん）は持参となります。

２、給食の意義
給食は保育の一環として重要な意義と使命をもっています。従って細心の注意を払い、

県下全保育所による給食の研修会や町内保育所の給食研究会など、成長の激しい幼児期

における食事を十分検討しながら家庭的なメニュー、新しい食感を追求し次世代の人と

しての基礎を作る。

３、献立表の作成
毎月献立表を出しています。家庭での献立のバランスを考える参考にして下さい。

○ 献立表を参考にして、家庭でも何でも食べる子にしましょう。

○ おべんとうのごはんの量は子どもに合わせて下さい。

○ 朝食をきちんと食べる習慣をつけてください。

＊ アレルギ－の為に除去食を希望される方は医師の診断書を必ず園に提出されて下さい。

（除去食は子どもの発育に負担となりますので、必ず専門の医師にご相談してください。）

※ 給食を食べた後、ぞう組さん、ぱんだ組さんは歯みがきをします。その後むし歯に成ら
ないようフッ化物洗口をします（フッ化ナトリューム水でのうがいをします）
１月からきりん組さんも歯みがきを始めます。

◎保育料について

保育料は原則として上天草市の金融機関への自動振り込みをお願いしています。

初年度の御子様は所定の様式（振り込み依頼書）に記入の上お届け下さい。

保育料の額については、家庭の収入、子どもの年令に応じて上天草市が決定します。
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７、生活用品

生活用品としてつぎのものを準備してください。

◎未満児
毎日持ってくるもの ◎ 全てに名前の記入をお願いします。

①、紙おむつ（５枚） ⑥出席ノート
②、エプロン（３枚） ⑦連絡帳 前日の夜から朝までの
③お口拭きおしぼり（３枚） 様子、排便状況等を毎
④、汚れ物入れ袋（２枚） 日記入して持たせて下
⑤、ガーゼハンカチ（ミルク用） さい。

園に預かっておくもの ◎ 全てに名前の記入をお願いします。
①、着替え（パンツ・肌着・ズボン・上着・タオル）３組ずつ
②、おしり拭き（ケース入り）

◎以上児
毎日持ってくるもの ◎ 全てに名前の記入をお願いします。

①、手ふき用タオル（ひも付き） ④出席ノート
②、お弁当（白い御飯） ⑤連絡帳(通便の記入をお願いします)
③、お弁当袋（３歳児－袋・４，５歳児－ハンカチ）

園に預かっておくもの ◎ 全てに名前の記入をお願いします。
①、上ぐつ
②、上ぐつ入れ
③、着替え １組ずつ

（パンツ・肌着・ズボン・上着・タオル・汚れ物入れの袋）

◎全クラス

午睡用品
①敷 布 団（取り外しのできる袋カバーをつけて下さい）
②掛け布団（取り外しのできる袋カバーをつけて下さい）
③毛 布（取り外しのできる袋カバーをつけ、四隅を安全ピンで

止めて下さい）
④パジャマ（ボタンのあるもの）

服 装
ズボン・・・用便のとき不便ですから、ゴム入りが良い

靴・・・・・自分が履いたり脱いだりしやすいものが良い。
（サンダルは避けて下さい）

カ バ ン ・丈夫でファスナー式の物が便利です。

○持ち物の全てに消えないように名前を書いて下さい。
（園児服・体操服・帽子・カバン・靴・お弁当箱・お弁当袋・パンツ
・肌着・ズボン上着等）

（８）



８、年間行事予定

月 行 事

４ 入園式、花祭り、
楽
し お見知り遠足、保育参加、個人面談（保育相談）

５ い 健康診断、子どもの日の集い、アサガオ栽培保
育

６ 園 歯科検診、クッキング保育、和太鼓指導（専門の講師による）

７ プール開き、七夕会、さつまいも植え（老人会）

８ 水 盆踊り大会 人形劇
遊
び

９ ・ 今津敬老会（和太鼓演奏）
元

１０ 気 バス遠足、芋掘り、健康診断、、運動会、チューリップ栽培
に

１１ 遊 健康診断、七五三の集い、新一年生就学前健康診断
ぼ
う１２ 宗祖報恩講、もちつき大会、おゆうぎ会、 施設訪問

１ 保 たこあげ大会、中学生との交流
育
園 節分（まめまき）、なわとび大会、保育参加、小学五年生との交流

２ を
楽 今津小一日入学
し
も ひな祭り、お別れ遠足、卒園写真撮影、新入園児説明会

３ う
火災訓練（通報）、卒園式（卒園される保護者）

上記の他に毎月ある行事
お誕生会 お寺参り 身体測定 非常訓練(火災・交通・地震)

天気が良かったら近くへ散歩にでかけおべんとうを食べます。

毎月月曜はお散歩に出かけます。天気が良い日はもちろん雨の日も出かけ、雨の日の歩き
方や傘の使い方、生き物の生活の仕方等子どもの目は生き生きとしてきます。

そのほかに
クッキング保育

交 流 保 育

※保護者の行事はなるべく第２土曜日か第４土曜日にします。

（９）



９、 そ の 他・・・今泉保育園職員

園 長 １名 副園長 １名 主任保育士 １名

保育士１５名 調理員 ２名 補助員 ２名

理 事 ６名 監事 ２名 評議員 ７名

（園 医）

内科・小児科・アレルギー科・リハビリテーション科
山内 穣滋 先生 （やまうち医院）

歯科
嶽本 政久 先生 （嶽本歯科医院）

（１０）



相談窓口を開設してお

ります。
子どもさんの育児、発育、しつけ等の不安や悩み事、

困り事、又園に対する苦情、ご意見、ご希望等いろんなご相談に応じて

おります。

どんな小さいことでもかまいません。お気軽に、西村までご連絡下さい。

受付担当者 西村恵美子

解決責任者 山城 章子

第三者委員

民生児童委員 松尾 政光 ５６－０００２

（ご相談内容により、第三者委員を交えた解決を心配する場合の委員さんです。）

（１１）



花祭り

おしゃかさまの誕生日を

みんなでお祝いします。

保育参加

意外な一面が見れるかも

盆踊り

お父さん方のお手伝い

有り難うございます



七夕

短冊にいろんな願いを込めて！

運 動 会

たくさんの方に見てただき

喜んで披露しました。

おゆうぎ会

かわいい園児に盛大な

拍手がひびきました



老人会のみなさんと

芋堀り！。

収穫では沢山の芋を

掘りました。

人形劇

パレットより来て頂いてます

｢かちかちやま｣

遠 足

熊本 坪井川公園へ

以上児遠足

未満児は 園の周りを

楽しかったね！
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