
 

 

 

事業の紹介 
 

  

 

  

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  苦情・要望について 

 

 

  

 

 

  

＊ 重点目標 ＊ 
 

(１)子どもの主体性と自発的な活動としての遊びが確保できるような子どもの発想が生かされる 

臨機応変な対応をしていく。 

(２)園外のいろいろな人とのかかわりを楽しみながら、様々な体験ができるようにする。 

(３)専門職として自らの課題をもち、外部研修・園内研修で学び、質の向上を目指していく。 

(４)保護者とのコミュニケーションを密にとり、情報を発信し子どもの育ちを共有していく。 

(５)気になる子の研修参加や他機関と連携し、支援方法を共有し対応していく。 
   

 ＊保育目標＊  

● 人にも物にもやさしい子 

● 意欲のある子 

● 心も身体も丈夫な子 

● 園庭開放について ●  

毎週月曜日～木曜日は、園庭を開放して

います。遊びにきてください。 

時間 … １０:００～１２:００ 

場所 … かぬき保育園 園庭 

● 育児相談について ● 

 育児等で困っている方、お気軽にご相談

ください。 

     平日 ９:３０～１６:００ 

● 一時預かりについて ● 

保育園・幼稚園に在籍していないお子さんを一

時的にお預かりしています。 

対象 … 生後６ヶ月以上の児 

利用日 … 月～金曜日(祝日を除く) 

            1ヶ月に１４日間以内 

利用時間 … ８:００～１７:３０ 

利用料金 … 一律 1800円(半日９００円) 

● 病後児保育について ● 

病気の回復期にあり、集団保育が困難な期間、

一時的に児童をお預かりします。 

定員数 … ４名 

利用日 … 月～金曜日(祝日を除く) 

           1ヶ月に７日間以内 

対象 … 保育園・幼稚園・こども園・ 

        小学校に通っている児 

利用料金 … 市内の児 一律２０００円 

          市外の児 一律３０００円 

● 離乳食提供について ● 

 保育園の離乳食を食べてみませんか？ 

   対象 … ０歳児の親子 

 場所 … ０歳児保育室 

   日程 … 月２回程度 

 時間 … １０：００～１１：３０ 

※詳しくはホームページをご覧ください。 

● プレママ体験について ● 

 これからママになる方、フレッシュママ＆ベビー

が、ミルクの作り方、おむつ交換、離乳食等の体験

ができます。 

     時間 … １０:００～１１:３０ 

※詳しくはホームページをご覧ください。 
 

  現在、新型コロナウイルス感染拡大防止策

として、上記の事業を自粛しています。ご利

用の際は、電話で確認をお願い致します。 

   

保護者の皆様、地域の皆様には日頃よりかぬき保育園の運営にご理解ご協力を頂きありがとうご

ざいます。 

私達は今、かつてない経験をしています。日本でも、世界でも新型コロナウイルス感染症に不気味さ

と不安を抱かざるを得ない日々が続いています。このような社会状況の下で不安を抱くことは、とて

も自然な事だと思います。そうした中で、今私達にできる事の一つは、少しでも穏やかな会話の中で

複雑で不安な想いを聴き合い語り合い、希望に繋げていくことだと思います。 

 かぬき保育園としては平常心を大切に、子どもたちと保護者の方々の心を支える役割を果たしてい

きたいと思います。大変な時だからこそ「保育園に行けば温かい笑顔の大人が包み込んでくれる」と思

っていただける場所になれるように、ほっとできる空間と優しい雰囲気づくりを職員一同心掛けてま

いりたいと思います。また、今年度 第三者評価を受審する予定です。利用者の皆様へのサービスの向

上を目指してまいります。今年度もどうぞよろしくお願い致します。                       

園長  古田 美穂 

＊ １月２４日 【声の箱にて】 ＊ 

令和２年度より毎日体操服を着用

するという件について、毎日着用する

と上下とも３～４枚必要で、１万円程

度かかる。年中・年長は期間も短いの

で、移行期間として今年度同様、通

常時は私服可、行事等での体操服

着用のままにしてほしい。 

 法人として話し合いが不十分な段

階で伝えてしまったことについて、謝

罪と後日改めて伝えることを玄関に

掲示した。 

 ２月７日に、〈法人保育部で話し合

った結果、経済的な負担を含め、今

までどおりとして体操服は行事等の

時に使用する。〉と玄関に掲示した。 

＊ ２月１９日 【口頭にて】 ＊ 

登園時に車を停め、玄関へ向かい歩いていると、突然前の車に乗って

いた子どもがドアを開けたので、保護者の右手の甲に当たり、少し赤くなっ

た。「痛い」と言ったが、相手の方からは何もなかった。ドアに子どもがぶつ

かっていたらと、とても危険に感じた。車のドアの開閉は保護者が行い、

歩行者の安全を守ってほしい。また、歩行時は子どもと保護者がしっかり

手をつなぎ、安全に留意してほしい。 

 ２月１９日、相手方の保護者・園長・主任と駐車場のルールを確認し合

った。 翌日、保護者２人と、主任立ち合いのもと、安全確認をした。 

＊ ２月１９日 【口頭にて】 ＊ 

通常の連絡先と変更の、その日の保護者への連絡先を連絡帳に記入

した時は、必ずそこへ電話してほしい。以前にも記入しその日の連絡先を

伝えたが、通常の場所に連絡されたことがあったので、徹底してほしい。 

 ２月２１日、連絡不足の謝罪と連絡帳の確認、職員の連携が徹底でき

るよう、方法の見直しを行い改善していく旨を保護者へ伝え、玄関へも

掲示した。その後、園内研修にて職員の連携について確認した。 
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～ かぬき文庫の紹介 ～ 

                            

令和２年度 かぬき保育園テーマ  

《えがおのはなを さかせよう》                          
  

     昨年のテーマが「明日に種をまこう」でした。そこから続いていける  

ように、「種」から「花」に生長し「笑顔の花を咲かせよう」になりました。 

色とりどりの子どもの笑顔の花に囲まれながら、かぬき保育園に関わる 

全ての人が笑顔になりますように。      

  

 

 

  

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●すみれ ０歳児● 
   

保育者が安全基地となり 

  安心できる存在になって 

   “えがおのはな” 

いっぱいの 

  すみれ組にしたいです！ 
  

 

●たんぽぽ １歳児● 
    

好奇心いっぱいの 

  この時期に真似したい 

  やってみたい気持ちを 

   サポートします！ 

  

 

●ちゅうりっぷ ２歳児● 
       

いっぱい遊んで、 

泣いて、笑って… 

  明るく大きな笑顔の花が 

     咲くよう 

   楽しんでいきます‼ 

   

●あじさい ３歳児● 
    

お話することが 

   大好きなあじさい組。 

    たくさんお話して、 

     新しいことにも 

チャレンジして、 

   えがおで過ごそうね。 

  

 

●ゆり ４歳児● 
    

たくさんのはっけん！ 

 たくさんのやってみよう‼ 

 みんなできょうりょくして 

  いいところ(えがお)を 

      みつけよう。 

  

 

●ひまわり ５歳児● 
   

         笑顔で 

「おはよう」が始まり、 

笑顔で「さようなら」 

笑顔で仲直りのできる 

   １年にしたいです。 

   

●看護師● 
    

みんなが笑顔で 

過ごせるように、 

たくさん体を動かして 

元気に遊ぼう。 
  

 

●給食● 
       

 心も体も 

    栄養満点♡ 

    笑顔あふれる 

楽しみな給食      

  

 

職員に聞いた！『親子の 家庭で おすすめの過ごし方』 

家の周りを散歩しています。

土手などの広場で、タンポポの

綿毛をフーッと飛ばして遊んで

います。 

 段ボール工作をしています。 

３００ピース、５００ピースと、親

子でパズルに挑戦しています。 

 千本堤防で、三輪車や自
転車に乗っています。 

 庭で、バーベキューをしたり、キ
ックボードをしたりしています。 

 炊飯器でケーキ作りなど、ク
ッキングをしています。 

 テレビの、“みんなで筋肉
体操”をしています。 

 “きのいいひつじたち”の本が、かぬき文庫に仲間入りしました。 
 

『親子あそびで体力づくり』   … 様々な運動遊びで、体力作り＆運動不足解消！ 

『～親子で作ろう～ビックリおもちゃ』… 家庭で簡単に作れる手作り玩具を作って遊ぼう！ 

『パッとできるスポーツゲーム』   … 子ども向けアレンジのスポーツで体を動かそう！ 

『～こども向け～カンタン手品』  … マジシャンになって、みんなを驚かせちゃおう！ 

『楽しい笛あそび』     … いろいろな笛の音色や音楽を楽しもう！ 
 

 ご家庭での親子のあそびを、さらに広げられそうな本です。 

興味のある方は、かぬき文庫までお越しください…☺ 

 家庭菜園で、トマト、なす、き
ゅうり、ピーマン…と、野菜を育

てています。 

このＱＲコードで 

保育園のホームページを 

見ることができます。 

広報「このゆびとまれ」  かぬき保育園 

沼津市中瀬町２５－１１    ＴＥＬ ９３２－６２１７ 

発行責任者：古田 美穂    編集担当：石垣・森田 

 ＊ 令和元年度 利用状況 ＊  

《園児数》         

H31.4月 ６４名 

R2.3月   ７５名  

総合計数  ８６２名 

 

 

園長   １  保育士  １７  

看護師   １    調理師   ２ 

栄養士   １  事務員   １ 

 

《職員数・令和２年３月末》 

《特別事業》 

～事業内容～ ～実施日数～ ～実施人数～ 

一時保育   １７日   １９名 

延長保育  ２３８日  ９５３名 

病後児保育   ３０日   ３３名 

病後児保育利用病名(風邪・熱後・腹痛等) 

 


