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© 櫻井幸雄 無断転載禁止 
鈴らん保育園新園舎完成記念作品 

 

 

 

園生活のしおり 
（兼重要事項説明書） 

卒園するまで大事に保管して下さい 

 

社会福祉法人 岳瑛 

 銀の鈴こども園 

 鈴らん保育園 
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表紙挿絵 タイトル    ムニャムニャ語 「入り船歓迎」                       

                                                        
 先導の始まりの音でみんなで始める一打目は，早すぎないように遅れないようにと体が硬くなるほど緊張する。 

 しかも今日は船に乗ってやって来る大切なお客様達を歓迎する特別な演奏の日。 

 

 青い空にはいつものように雲が浮き，瀬戸の海も特別な色ではないけれど，胸のドキドキが頭の中で聞こえて，気持ちだけ

がいつもとちがう。 

 

 鈴らん保育園・銀の鈴こども園の御清栄と園児さんたちの健やかな成長の願いを込めて制作 

                                                        

絵と文    櫻井  幸雄 

櫻井  幸雄画歴 

１９４８年  新潟県湯之谷村に生まれる 

１９７９年  新構造展 初出品 努力賞受賞 

１９８３年  新構造展 三村賞受賞 

１９８４年  ギャラリートークにて初個展 

１９８５年  ギャラリーヌーベルにて個展（東京多摩川高島屋） 

１９８６年  安井賞展入選（彫刻の森美術館買上） 

１９９１年  日本美術家連盟会員となる。 渡仏，パリ，ムルロウ工房にてリトグラフ製作 

１９９３年  大阪阪急梅田本店にて個展 

１９９６年  新構造展 文部大臣賞受賞 

１９９９年  川上四郎記念全国童画展，佳作賞 

２０００年  同展，最優秀賞受賞 

２００２年  新構造社 退会 

２００３年  出番のないベンチシリーズが株式会社エポック社よりジグソーパズルで発売される。 

２００４年  三越札幌店にて日本ハムファイターズ北海道移転記念個展  協賛 株式会社日本ハムファイターズ 

２００７年  画業３０周年記念，全国縦断展（札幌・高知・大阪・横浜・広島・博多） 

２００８年  大和ハウス工業株式会社２００９年のカレンダー絵柄に採用となる 

（神奈川新聞年間掲載広告コンクール優秀賞受賞） 

１９９４年～２０１３年 梅田阪急，池袋西武本店，横浜そごう，広島そごう，神戸そごう，呉そごう，高槻西武，名古屋三越

本店，札幌三越，博多大丸，高知大丸，新宿伊勢丹本店，新潟伊勢丹，熊本つるや，等全国各地百貨店にて個展 

       第１７回 NHKハート展出品 

現在     本美術家連盟会員 

 

 
法人名「岳瑛（がくえい）」にこめた想い 

 
岳・・・かたくてごつごつした岩でできている山 

瑛・・・すみきった玉の光。また，水晶など透明な美しい石 

 

 岩のように堅く，高い困難という壁が自らの道を閉ざしても，それらに負けず，困難すらも自らの成

長の糧として取り込める資質を身につける。そして，山のように大きくて，瑛のような透き通るような

おおらかな心で，周囲に光をもたらし，援助することができる人物になってほしい。 

 そんな壮大で夢のある理想を掲げて，私たち社会福祉法人岳瑛は，「心を育てる」保育・教育を行っ

ていきます。 

 
平成 28 年４月１日 初版 

平成 29 年４月１日 改訂 

平成 30 年４月１日 改訂 

令和 01 年 10 月１日 改訂 

令和 03 年３月 15 日 改訂 
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ご挨拶 

 ご入園・ご進級おめでとうございます。 

 今日からこども園・保育園（以下，園）に入園し，集団生活となります。保護者・園児は期待と

不安が入り交じっていることと思います。その不安を少しでも解消し，園児がはやく園での生活

に慣れて，明るく楽しいものになるよう，私たち職員一同は全力で園児と向き合っていく所存で

す。 

 言うまでもなく，保育・教育は，ご家庭と園との共同作業です。私たちが協力し合うことで，

園児の未来がより明るくなると信じています。保護者の皆様のご協力とご理解をお願い致します。 

 

法人理念 「心を育てる」 

 乳幼児期に必要なことは目先の成長を得るための詰め込みではなく，人間が本来持っている知

的好奇心や向上心を存分に刺激して，学ぶことが楽しい，学びたいと思うような「あとから伸び

る力」を養うことです。銀の鈴こども園・鈴らん保育園では遊びの中で，この「あとから伸びる

力」を身につけ「心を育てる」保育・教育を行っていきます。 

 

保育・教育方針 

・「あとから伸びる力」を身につける保育・教育 

・「本物であること」を貫きます 

・「手から手へ」保護者の方と共同で子どもたちの保育・教育を進めます 

・「たのしい！」を第一に子どもたちの笑顔を大事にします 

 

目標 めざす子ども像 

１．明るく元気でのびのびとたくましい子ども 

２．よく考えて自ら進んでする子ども 

３．やさしくあたたかい心の子ども 

 

教育内容 

太鼓の心 和太鼓 

 赤組（年長）による和太鼓演奏は全園児のあこがれです。本園で和太鼓演奏を体験したいために入園

を希望される方もいます。緑組（年中）の１月から練習が始まり，赤組のおゆうぎ会（学習発表会）で集

大成を迎えます。本園和太鼓演奏は全国屈指のレベルを誇り，本園教育内容の中核をなすものです。 

 何も出来ないところから始まり，全国レベルの演奏まで達する過程で園児は成長を実感し「やれば出

来る」「出来れば楽しい」ことを実体験します。大人になる過程で幼い頃のことを忘れたとしても，心の

奥深く刻まれた和太鼓演奏で得た達成感は，その後長く続く生活の中で園児を支える精神的支柱となる

ことでしょう。 

 和太鼓演奏指導にあたって，私たちは次のことに留意しています。 

●結果ではなく過程を最重要視します 

 和太鼓演奏の完成度を求めるのでなく，そこを目指していく過程の中で園児の成長を手助けしま

す。 

●園児だけでなく職員も真剣に太鼓に向き合います 

東京の講師を呉に招き直接指導を受けます。また請負でなく保育教諭自ら作曲，題名すべてを築

き上げていきます。その真剣さが，園児にも伝わります。 

 この一連の課程を私たちは，「太鼓の心」と呼んでいます。 

 

和の心 茶道 

 日本の四季のうつろいや細やかな心遣い，作法など現代日本人が少し忘れかけている「和の心」を茶

道を通して体験していきます。 

 「茶道」で使う道具はすべて正式な道具，そして専用の茶室で行います。すべてが本物であり特別な空

間で過ごす時間は，大切な経験です。 

 人生の基礎をなす乳幼児期で「本物であること」を経験し，「遊び」の中で成長できる環境です。 

 真剣なまなざしの中に園児が，「楽しい」「おいしい」と笑顔で"お茶”を楽しむことを基底に据え，次

のことを身につけます。 
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●他人を思いやる礼節 

●おもてなしの心 

●季節を感じる感性 

 本園茶道の特徴 

■専用茶室・専任師範による稽古 

■季節の行事（初釜の祝膳，野点等） 

■保育教諭・職員（６ヶ月間の研修）と園児がともに学びともに成長します。 

 

国際の心 英会話教室 

 Let's enjoy English！ 言語活動カリキュラムの一貫で行っています。言語は知的活動，コミュニ

ケーションや感性・情緒の基盤となります。この活動を通して，次のことを身につけていきます。 

●心を動かす体験を通して，話を理解・共感し聞こうとする態度 

●分かってもらおうとしながら，分かる言葉を使い，友だちと伝え合って楽しむ態度 

●言葉のリズムや響きの楽しさを知り，生活に取り入れて使おうとする態度 

 本園英会話の特徴 

  園児の「楽しい！」を第一に，英語を吸収していきます。子どもの時には「日本語・英語」という壁

はなく，自然体で受けとめます。「楽しい！」を小学校・中学校へとつなげていきます。 

 

食の心 専属調理師による食育 農園活動 

 食育は，生きる上での基本であって，知育，徳育，体育の基礎となるべきものです。本園では，園児が

自分で「植えて」，「育てて」，「触って」，「食べる」ことで，次のことを身につけていきます。 

●食べることの楽しさ 

●食べることの大切さ 

●食べることで培われるやさしさ 

 そのための本園の４つの食育の特徴 

■食材から，吟味できる専任調理師の配置 

■自家農園での栽培，収穫活動 

■食材から食事になるまでの課程の見える化 

■給食会議による食材・メニューの選定 

 

知の冒険 能力開発教室 まなびタイム 

 小学校入学までに次のことを身につけるために行います。 

●友達と仲よく，いっしょに課題(学習以外の活動も含む)に取り組める協調性，社会性 

●課題に取り組む意欲的な姿勢・態度 

●小学校入学後の授業に，とまどわずついていける基礎の学力 

３つの特徴 

■必要な基礎の学力を育てます 

■子どものやる気を育てます 

■子どもの心を重視した指導環境 

 

環境教育 ソーラー発電 

 2014.04.15ソーラー発電一式がそらべあ基金より寄贈されました。そらべあ基金とは再生可能エネル

ギーの普及・啓発活動や 未来を担う子どもたちへの環境教育などを行っている NPO法人です。基金の

活動の中の「第 27回そらべあスマイルプロジェクト」は，ソニー損害保険株式会社協賛のもと実施さ

れ，「銀の鈴保育園」は全国応募総数 60件の中から選ばれました。選考理由は本園の様々な特別活動

「茶道」・「和太鼓」・「まなびタイム」・「英語」「農園」など全人教育の実践が高く評価されたことによ

ります。実体験を重要視する本園の教育指針に沿って，これからは自然エネルギー活用を身近に体験で

きます。当日の式典にはソニー損保役員の方々も列席され，マスコミにも大きく取り上げられました。 

 

３歳以上児保育料等無償化に移行に伴う，大きな変更点。 

□給食費は無償化対象外です。納付先は施設で，徴収方法は口座引落です。 

□２か月以上の滞納になりますと，在籍できなくなる恐れがあります。 
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１．園児の日常について 

以下の持ち物には全てに名前を記入して下さい。消えかけたら再度 濃く書いて下さい。 

組 (黄) ホープ(黄) 年少(桃) 年中(緑)・年長(赤) 

年齢 ０才 １才 ２才 ３才 ４・５才 

服装 
私服で，登園す

る。 

当園の 制服・制帽・名札 着用 

吊りズボン・タイツ・カギホックはさける 

持
ち
物 

・紙オムツ 

 ７枚位 

・下着，上着 

 各２組位 

・靴下 

・よだれかけ 

 ３枚位 

・哺乳ビン 

（割れないもの） 

・おしりふき 

（園で保管して

少なくなりまし

たら，お伝えしま

す。） 

・紙パンツ 

 ７枚位 

・下着，上着 

 各２組位 

・靴下 

・おしりふき 

（園で保管して少

なくなりました

ら，お伝えしま

す。） 

・紙パンツ 

 ７枚位 

・下着，上着 

 各２組位 

・靴下 

・おしりふき 

・パンツ 

 ３枚位 

 おしめがとれた

らすぐ普通のパン

ツにします。 

着替え袋 

上着，下着，靴下１セット（夏場は２セ

ット）用意してください。 

（すべて名前記入） 

・着替えなくても金曜日には持ち帰って

いただきます。中身を調節し月曜日には

必ず持参して下さい。  

※トレーニングパンツはかたくて，き

つく子どもが嫌がりますので当園では

使用しません。 

汚れたオムツを入れるスーパーなどのビニール袋   

通
園
カ
バ
ン 

連絡帳（１８㎝×１３㎝）が入る大きさのチャック付きの

外ポケットがついていたら便利です。 

・カバンは，シャツや上記の着替えを入れます。 

・大きさは，ボックスに入る大きさがよく，寸法は，だい

たい次の通りです。 

・園に見本がありますので， 

ご覧下さい。  

おはようノート(１６㎝×１４㎝)が入る

外ポケット付きのカバンが良いです。 

以下のどちらのカバンでも良いです。 

 

 

 

 

 

  

連
絡
帳
・
お
は
よ
う
ノ
ー
ト 

・連絡帳は，毎日見て下さい。 

 読まれたら印または署名をして下

さい。 

・健康管理のチェックを行っており

ますので，必ず検温を忘れずお願

いします。また，お迎えの時間，

誰がお迎えにくるかを記入して下

さい。 

・おはようノートに連絡帳をはさみカバンの中に入れるよう

にして下さい。また雑費袋・手紙等は，保育士・保育教諭

が見落としおよび紛失防止のため，必ずおはようノートの

表側のビニールの所へ入れて下さい。 

・連絡帳には要件のみ記入するようにして下さい。 

・読まれたら必ず印か署名をして下さい。 

・子どもの様子をお知らせします。また，気になる事があれば，書いて下さい。遅くとも，翌日まで

には，ご返事致します。前日，体調が悪かった時には必ずその様子を具体的にお知らせ下さい。 

・デイリープログラムは，組に掲示していますが，希望の方にはお見せ致します。 

・投薬は“医療行為”にあたり法律上（医師法，歯科医師法，保健師助産師看護師法等）出来ません。 

 詳しくは（６．投薬について）をご覧下さい。 

給食 完全給食です。 完全給食です。（実費負担） 

コ
ッ
プ 

不要 
 

置いたときに安定する形のもの 

箸 不要 スプーン・フォーク・箸のセットの箸箱（三点セット） 
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進級・入園時はス

プーン・フォーク

のみ利用，箸は必

要になった時，お

知らせします。そ

れまで各家庭で

保管して下さい。 

 

袋 不要 

コップとお箸セッ

ト両方が入るゆっ

たりした袋  

①コップの袋 

②お箸セットが入る袋 

靴 
はかせやすいもの 

・自分ではけるもので，ブー

ツ，デザインの凝った靴，サ

ンダルは避け，サイズの合っ

た運動靴にして下さい。 

・名前はかかとの所に縦書きに必ず記入して下さい。 

室
内
シ
ュ
ー
ズ 

不要 ・市販のもの 

・ゴム付き（男児は青・女児は赤） 

・シューズ袋を用意して下さい 

・金曜日に持ち帰り，月曜日に持参して

下さい。 

布
団 

・各自，敷，掛布団にシーツ・カバーをかけて用意して下

さい。 

・名前を大きくわかりやすく，はっきりと書いておいて下

さい。（中の布団にも記名を忘れずに） 

・シーツ，カバーは金曜日には持ち帰っていただきます。

月曜日には必ず持参して下さい。 

・ベッド布団は，押入に入りません。避けて下さい。 

・枕は不要です。 

・午睡の時期には，バスタオルを用意し

て下さい。必要になったらお知らせし

ます。 

・金曜日に持ち帰らせますので，月曜日

に持たせて下さい。 

※３才児は個々に応じて，０，１，２才

と同じように，午睡を行いますが，目

安としては，10 月頃までです。 

名札 不要 
 

縦書きで記入して下さい 

ハ
ン
カ
チ
・
チ
リ
紙 

不要 

ホープ組は年少に

むけてハンカチ，

ティッシュを持っ

て来る準備期間を

設けます。時期が

来たらお知らせし

ます。 

・制服のポケットへ入れて下さい。 

・ティッシュはナイロンを除いて 

 入れて下さい。 

傘 不要 

傘たてにいれた時，上からわかるよ

うに上部・とめひもへ名前を書いて

下さい。  

 

以下の持ち物には全てに名前はいりません。 
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そ
の
他
の
持
参
物 

・ビニール袋（汚物入れ，汚れ物入れ等に使用）100 枚入り一袋（25 ㎝×35 ㎝）なくなりましたら，お

知らせしますので，用意して下さい。 

・箱ティッシュ 一箱 なくなりましたら，お知らせしますので，用意して下さい。 

・タオル    ２枚 （お手拭き等に使用） 

・雑巾     １枚 （タオルを三つ折りにして縫った物） 

 

２．保育用品について 

各自の持ち物全てに名前を記入して下さい。 

（集団生活ですので落とした物に，名前のない場合は持ち主に帰りません） 

 お道具は全て園で保管し，随時使用します。 

 

 各組とも絵本を，毎月一冊ずつ渡し，読書指導します。指導後，家庭に持ち帰ります。一緒に

読み，話し合って下さい。 

 

３．利用料等利用者負担金納入について 

 （別紙 利用料等利用者負担金納入について）参照 

 

４．欠席される時には 

(１) 欠席される時には，必ず連絡をとって下さい。（８時～９時３０分まで） 

(２) 欠席されなくても，９時３０分までに登園できない時は，給食準備の都合もあります。   

８時～９時３０分までに，ご連絡下さい。 

(３) 登園前，身体の様子のおかしい時は，子どものことを一番に考えて下さい。 

 

５．病気について 

(１) 感染症に罹患した場合は完治するまで休ませて下さい。治癒後，医師の登園許可書が必要

な場合もあります。また，登園許可書があっても園長の判断によりセカンドオピニオンま

たはお休みをお願いすることもあります。なお，登園許可書の用紙は園にあります。 

 （別紙 登園許可書が必要な主な感染症一覧）参照 

(２) 下痢の続くとき（24 時間以内に２回以上の水様便があるとき，食事や水分を摂ると１日４

回以上の下痢があるとき）はお休み下さい。 

(３) 高熱の時(38度以上)はお休み下さい。 

 

６．投薬依頼書について 

 （別紙 投薬についての取り扱いについて）参照 

 

７．アレルギー対応について 

 （別紙 アレルギー対応について）参照 

 

８．保育・教育提供日および時間 

【１号認定子ども（教育標準時間認定）】銀の鈴こども園 
提供する曜日 月曜日から金曜日まで 

保育時間 教育標準時間 午前９時 30 分～午後３時 00 分 

預かり保育 保育時間 

朝 ：午前７時 30 分～午前９時 30 分 

夕 ：午後３時 00 分～午後６時 30 分 

土曜：午前７時 30 分～午後５時 30 分 

休業日 

土曜日・日曜日・祝日 

年末・年始（12 月 29 日～１月４日） 

夏季   （８月 14 日～８月 16 日） 

開園記念日（４月１日）（入園式参加者を除く） 

【２号・３号認定子ども（保育認定）】銀の鈴こども園・鈴らん保育園 
提供する曜日 月曜日から土曜日まで 
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保育時間（月曜日～金曜日） 
保育標準時間 午前７時 30 分～午後６時 30 分（11 時間） 

保育短時間 午前８時 30 分～午後４時 30 分（８時間） 

保育時間（土曜日） 
保育標準時間 午前７時 30 分～午後５時 30 分（10 時間） 

保育短時間 午前８時 30 分～午後４時 30 分（８時間） 

休業日 

日曜日・祝日 

年末年始（１２月２９日～１月３日） 

その他園が定める日 

(１) 開園時間は，原則として午前７時３０分～午後６時３０分です。 

土曜日は午後５時３０分までです。家族のどなたかが，お休みの場合は，子どもをお休み

させて下さい。就労の確認が必要な場合もあります。 

(２) 行事の時は，登園時間が早くなる事が多いので注意して下さい。また，前日に早いお迎え

の協力を依頼する事もあります。 

(３) お迎えが，いつもより遅くなる時，また，お迎えの人が違うときは，必ず連絡して下さい。

保護者以外の方がお迎えに来た場合，確実な連絡がなかったときには，子どもをお渡しで

きません。 

 

９．１日の流れ 

 
 

10．気象警報等発令時における対応について 

 （別紙 気象警報等発令時における対応について）参照 

 

11．諸注意         

(１) 保護者の方にお休みなどがある時は，子どものそばにいてあげて下さい。平日のお迎えも，   

仕事がすまれたら，すぐ園の方にお迎えに来て下さい。 

(２) 毎週月曜日の登園に備えて爪切り，耳掃除，また，持ち物の準備（ハンカチ・ティッシュ・

名札・シューズ・着がえ袋など）忘れ物のないようにお願いします。 

(３) 子どもの成長に合わせて洗顔，洗髪，歯磨き等の基礎習慣を身につけさせましょう。 

(４) 保護者の方の勤め先，住所，電話番号（携帯含む）などの連絡先がかわった時には，早急

に届けて下さい。 

(５) 退園なさる場合は少なくとも一ヶ月前までには，お知らせ下さい。 

(６) お迎えは，保護者の方で行って下さい。保護者以外の方がお迎えの時は必ず事前に連絡し

て下さい。確実な連絡がなかったときには，子どもをお渡しできません。 

(７) 子どもの安全確保のため玄関の扉は必ず施錠して下さい。 

 

12．主な行事 

毎月の行事 

・身体測定（15日頃） 

・お誕生会 

・避難訓練（月末頃） 

・年長組のまなびタイム（能力開発遊び年 24回程度） 

・年中組，年長組の茶道 

・英語あそび（年少～年長組 週１回） 

 

年間の行事 

乳児

お

む

つ

替

え

排

泄

朝

の

会

お

や

つ

保
育

お

や

つ

帰

り

の

会

幼児
片

付

け

排

泄

朝

の

会

体

操

な

ど

午睡

帰りの会
おやつ

1号認定園児
降園

自由遊び・降園準備

自由遊び・降園準備

登園・自由遊び

保育

教育

給食
遊び等

給食
外遊び等クラス活動

保育

教育

７時 30 ８時 ９時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 30
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４月 ・入園式（第一土曜日・入園者のみ，他園児休園） 

 ・年長組茶道 

５月 ・子どもの日の会 

・★遠足 

・年長組茶道 

６月 ・１日衣替え（前後することがある) 

 ・初めてクッキング 

・★運動会 

・健康診断 

・歯科検診 

７月 ・七夕まつり会 

・プール遊び 

８月 ・プール，水遊び 

・虫とり 

・年長組和太鼓指導 

９月 ・お月見会 

・交通安全指導教室 

・年長組和太鼓指導 

・★親と子の集い 

10月 ・１日衣替え 

・★遠足 

・年中組野点（★保護者見学可） 

11月 ・おまつりごっこ 

・★お遊戯会（12月になる事もある） 

12月 ・園開放（年によって開催日は異なります） 

 ・★食育事業（一流シェフによる料理実演） 

 ・お店やさんごっこ 

・クリスマス会 

・健康診断 

・歯科検診 

１月 ・お正月ゲーム大会 

・たこあげ大会 

・年中組祝膳 

２月 ・豆まき 

・交通安全指導教室 

・お別れ遠足 

・年中組ひなまつり茶会 

３月 ・ひなまつり会 

・お別れ会 

・★卒園式(ただし，年長組のみ)          ★印は，保護者参加の行事です。 

あくまで予定ですので変更になる場合もあります。 

 

13.虐待防止について 

 本法人では「虐待防止マニュアル」を整備しています。行政及び関係機関と連携し，子どもの

虐待防止に努めます。 

 

14．その他の重要事項（詳しくは HPをご覧下さい） 

（１）運営主体（事業者の概要） 

事業者の名称 社会福祉法人 岳瑛 

事業者の所在地 広島県呉市中央六丁目１１－１ 

事業者の連絡先 0823-21-3845 
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代表者氏名 平田裕章 

 

（２）施設の概要 

銀の鈴こども園 

種別 幼保連携型認定こども園 

名称 銀の鈴こども園 

所在地 広島県呉市東中央一丁目５－２ 

連絡先 
（電話番号） 0823-21-2143 

（ＦＡＸ番号）0823-21-2615 

施設長氏名 平田明美 

開設年月日 昭和 27 年（1952 年）12 月 

利用定員 

年齢区分 ０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 合計 

１号  13 人 13 人 

２号・３号 23 人 24 人 47 人 

合計 23 人 37 人 60 人 

職種 員数 備考 

施設長（園長）  １人 

 

保育教諭  12 人 

調理員  ３人 

事務員  １人 

嘱託医  ２人 

総数  19 人 

 

鈴らん保育園 

種別 認定保育園 

名称 鈴らん保育園 

所在地 広島県呉市中央六丁目１１－１ 

連絡先 
（電話番号） 0823-21-3845 

（ＦＡＸ番号）0823-21-3945 

施設長氏名 平田裕章 

開設年月日 昭和 54 年（1979 年）4 月 

利用定員 

年齢区分 ０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 合計 

１号    

２号・３号 27 人 33 人 60 人 

合計 27 人 33 人 60 人 

職種 員数 備考 

施設長（園長）  １人 

 

保育士・保育教諭  13 人 

調理員  ２人 

事務員  ３人 

嘱託医  ２人 

総数  21 人 

 

（３）利用の開始及び終了に関する事項及び利用に当たっての留意事項 
（カッコ内は運営規程該当条文） 

利用者の内定 

（銀の鈴こども園第 13 条） 

（鈴らん保育園第 14 条） 

【１号認定子ども】銀の鈴こども園 

施設の管理者が定めた選考方法による 

【２号・３号認定子ども】銀の鈴こども園・鈴らん保育園 

市が行う利用調整による 

利用決定 
銀の鈴こども園：利用契約書の締結による 

鈴らん保育園 ：利用同意書の提出による 
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利用終了 

（両園運営規程第 16 条） 

法に定める支給要件に該当しなくなったとき 

利用者負担金を２ヶ月以上滞納した場合（銀の鈴こども園） 

その他利用の継続について重大な支障又は困難が生じたとき 

当園の運営に重大な支障又は困難を生じさせると園長が判断し，理事長が承

認したとき 

 

（４）嘱託医・学校医 

医療機関の名称 医療法人順典会 手島医院 

医院長名 南 順一 

所在地・電話番号 広島県呉市本通 5 丁目 1-24  0823-21-2967 

 

（５）嘱託歯科医・学校歯科医 

医療機関の名称 田澤歯科 

医院長名 田澤孝敏 

所在地・電話番号 広島県呉市中央 5-2-3 0823-21-6580 

 

（６）学校薬剤師 

医療機関の名称 中本薬局 

薬剤師名 細川貴美子 

所在地・電話番号 広島県呉市本通 5 丁目 1-28 0823-21-5796 

 

（７）緊急時における対応方法 

各緊急時対策マニュアルに沿う。園児の家族・関係機関との連携を迅速に行い，園児の安全を第一に考えた行

動をとる。 両園運営規程第 18 条～20 条 

【管轄する消防署】 

消防署名 呉西消防署 

所在地 広島県呉市中央３丁目１−３４ 

電話番号 0823-26-0333 

【管轄する警察署】 

警察署名 呉警察署 

所在地 広島県呉市西中央２丁目２−４ 

電話番号 0823-29-0110 

 

（８）非常災害対策 

防火管理者 園内掲示 

消防計画届出年月日 毎年年度当初に提出 

避難訓練 年 12 回実施 

防災設備 消火器具（粉末消火器），非常警報設備 

避難場所 
銀の鈴こども園：荘山田小学校 

鈴らん保育園 ：つばき会館 地震時の一時避難場所は荘山田小学校 

緊急時の連絡手段 電話連絡，警備会社通報 

 

（９）ご意見・ご要望の解決の仕組みについて 

 園内掲示・HP掲載 

 

（10）賠償責任保険の加入状況 

 以下の保険に加入しています。 

保険の種類 社会福祉法人 日本保育協会 保育園賠償責任保険 

 

（11）個人情報の取り扱い 

 （別紙 個人情報保護に関する基本方針）参照  HP掲載 



 

（別紙 登園許可書が必要な主な感染症一覧） 

社会福祉法人岳瑛 

登園許可書が必要な主な感染症一覧（改訂版） 

令和 05年 01月 01日 改訂 

 

 園は，乳幼児が集団で長時間生活を共にする場です。感染症の集団発症や流行をできるだけ防

ぐために，以下感染症に罹患した場合は登園を控えて下さい。健康を回復し，園での集団生活が

可能となってから，登園するように御協力をお願いします。 

 

（登園許可書は園にあります。医師の診察を受け，登園許可をもらって下さい。当法人 HPからダ

ウンロードも可能です。） 

病   名 登  園  基  準 

百日咳 特有の咳が消失する，又は５日間の抗菌性物質製剤による治療終了

まで。 

麻疹（はしか） 発疹に伴う発熱が解熱後３日。 

流行性耳下腺炎（おたふくかぜ） 
耳下腺，顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後５日を経過し，かつ

全身状態が良好になるまで。 

風疹（三日はしか） 発疹が消失するまで。 

水痘（水ぼうそう）・帯状疱疹 全発疹がかさぶたになるまで。 

咽頭結膜熱（プール熱） 主要症状が消退した後２日まで。 

結核 排菌していないことを確認後。 

溶連菌感染症 抗生剤治療開始後２４時間を経て全身状態よければ。 

帯状疱疹  すべての発疹が痂皮化すれば。 

腸管出血大腸菌感染症 ベロ毒素菌が消失するまで。ベロ毒素でない場合は症状が消退後 

流行性嘔吐下痢症（ノロ・ロタ） 嘔吐・下痢・発熱の症状が消退するまで。 

流行性角結膜炎 結膜充血・眼脂の症状が消退するまで。 

マイコプラズマ肺炎 感染力の強い急性期が終わり，全身状態が良好になれば。 

アデノウイルス喉頭炎 解熱後２日。 

感染性胃腸炎 ウイルス性胃腸炎，細菌性腸炎，流行性嘔吐下痢症など 

ノロウィルスやロタウィルスに限らず，感染の恐れが強い場合は登

園を控える。発熱，嘔吐，下痢等の症状が治まり普段の食事が可能

になるまで。ただし，全身状態に改善が見られない場合は，この限

りでない。 

RS ウィルス感染症 呼吸器症状が消失し，全身状態が良好。 

ヒトメタニューモ感染症 発熱や激しい咳がなくなれば。 

ヘルパンギーナ ☆ 急性期の症状（発熱）が消退するまで。 

手足口病 ☆ 全身状態が良好で普通の食事が可能であれば。 

インフルエンザ（季節性）※ 
発症後５日経過し，かつ解熱剤を使わず解熱後２日(乳児は３日)経

過するまで。 

伝染性紅班（りんご病）※ 発疹が出現してからは感染の恐れがない。 

伝染性軟属腫（水いぼ）※ 接触による感染。プールでの感染防止，事前に処置。 

とびひ ※ 感染を防ぐよう覆う。覆う事のできない場合は登園を控える。 

突発性発疹 ※ 解熱し機嫌が良く全身状態が良ければ。 

アタマジラミ ※ 駆除を開始していれば，治療が終了するまでプールは避ける。 

呉市地域保健対策協議会・感染症対応マニュアル参照 

☆は,登園許可証は必要としませんが,医師の診断を受け,登園基準を満たしていれば,保護者の

方が登園届を記入後,登園できます。 

 

※は，登園許可証・登園届どちらも必要としませんが，登園基準を満たしていれば登園できま

す。 

 

上記伝染病にかかった場合の登園につきましては，本園に相談して下さい。 



 

 

（別紙 投薬についての取り扱いについて） 

 

社会福祉法人岳瑛 

投薬についての取り扱いについて 

 

平成 29年 11月 01日 

 

保育園・こども園等での園児に対する投薬は法律に定める「医療行為」となるため，原則とし

て保育士・保育教諭には行えません。そのため，全国的に保育園・こども園等での投薬を認めな

い施設が増えています。本園におきましては，厚生労働大臣告示の「保育所保育指針」に従い，

やむ得ない理由がある場合に限り園の担当者が保護者に代わって与えます。この際，以下注意事

項をご理解の上，必ず投薬依頼書を書いて下さい。 

(1) まずは，保育時間内に投薬の必要がない薬を処方してもらうよう，医師にご相談下さい。

近年のお薬は，性能が格段に上がり朝夕の投薬で効果があるものがあります。 

(2) 投薬依頼書の記入は必ず保護者の方が書いて下さい。書いていない時または不備があると

きには，投薬が出来ません。原則，登園時に担当者が確認します。が，登園時間によって担

当者が不在または対応できなかった場合，または，保護者以外の方の提出の場合で，書類に

不備があった場合は投薬できません。 

(3) 誤飲防止のため，投薬する薬は，必ず１回分とし，薬一つ一つに子どもの名前・投薬時間

をマジック等で記入して下さい。 

(4) 薬は，診察した医師が処方し調剤したもの，あるいはその医師の処方によって薬局で調剤

したものに限ります。市販の薬は飲ませることは出来ません。 

(5) 判断を必要とするお薬，例えば「熱が出たら」「咳が出たら」等のお薬は原則としてお預

かりできません。 

 上記要件に不備があった場合は，薬をお預かりできません。また，薬をお預かりした後不備が

あった場合も投薬を実施することはできません。 

 近年の社会情勢を配慮し，ご理解・ご協力下さい。 

 

 

 
 

※投薬依頼書は職員に請求して下さい。（HPダウンロード可能） 

 

 

  

 保護者名 連絡先  保護者名 連絡先

 服用依頼日  服用依頼日

 病名(症状)  病名(症状)

 病 院 名  病 院 名

 薬の種類  薬の種類

 投薬時間  投薬時間

　　　　　組　名前　　　　　組　名前

　　　　年　　月　　日　

投 薬 依 頼 書(提出用)
銀の鈴こども園

鈴らん保育園
投 薬 依 頼 書（保護者控）

銀の鈴こども園

鈴らん保育園

　食前・食後・その他（    時 　分）

 伝達事項

　　　　年　　月　　日　

　食前・食後・その他（    時 　分）

 伝達事項



 

 

（別紙 食物アレルギー対策について） 

 

社会福祉法人岳瑛 

食物アレルギー対策について 

 

平成 29年３月 01日 

 

                       

（事前の調査等） 

 

アレルギー疾患を持つ子供の把握 

  

○ 入園面接時に，アレルギーについて園での配慮が必要であるか，ないかの聞き取りを

するとともに，保護者からも申し出てもらう。 

○ 健康診断や保護者からの申請により，子どもの状況を把握する。 

 

保護者へ食物アレルギー指示書の配布 

 

○ 面接者及び保育教諭は，保育園の食事において配慮が必要だと判断した時は，指示書

を保護者に配布する。 

 

医師による食物アレルギー指示書の記入 

 

○ 保護者は，主治医，アレルギー専門医に，食物アレルギー指示書を記載してもらう。 

（保護者は，園の状況を医師に説明する。） 

○ 保護者は，必要であれば，その他の資料を保育園に提出する。 

 

保護者との面談 

 

○ 食物アレルギー指示書を基に，保育園での食事の具体的な取り組みについて，園長，

保育教諭，及び保護者等が，協議して対応を定める。 

 

保育園内職員による共通理解 

 

○ 実施計画書等を作成し，子どもの状況，保育園での対応(緊急時等)について，職員が

共通理解をする。 

○ 園内で，定期的に取り組み状況等の報告を行う。 

 

食物アレルギー指示書の見直し 

 

○ ６ヶ月に１回，見直しを行う。 

 

  



 

 

（別紙 気象警報等発令時における対応について） 

 

社会福祉法人岳瑛 

気象警報等発令時における対応について（010816改定） 

 

令和 01年８月 16日 

 

気象警報等発令時の子ども達の安全を確保するために，次のとおり基準を策定しました。保護

者の皆様のご理解とご協力をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

１. 呉市に特別警報または警戒レベル４（避難指示等）以上が発令されている場合 

休園します。 

登園されている場合は，ご自身の安全を確保の上，原則迎えに来て下さい。 

 

２. 午前６時 30分の時点で呉市に気象警報または警戒レベル３が発令されている場合 

原則，自宅待機をおすすめします。また，注意報等であっても，危険が予測される場合

は，保護者の判断で登園を見合わせてください。 

 

３. 午前６時 30分過ぎから午前９時 30分（教育・保育開始時刻）の間に気象警報または警戒レ

ベル３が発令された場合 

(1) 園児が自宅にいる場合は原則，自宅待機をおすすめします。 

(2) 園児が登園している場合及び登園中は，園長の判断により保護者にお迎えの依頼をする

ことがあります。 

 

４. 午前９時 30分以後に気象警報が発令された場合 

園長の判断により保護者にお迎えの依頼をすることがあります。 

 

５. その他 

(1) 警報等発令時，施設の運営状況は，原則岳瑛 HPでご確認下さい。 

ネット環境が遮断された場合，本法人が情報更新出来ないと判断された場合は，開園時

間内にお電話下さい。ただし全員避難している場合は，電話には出られません。 

非常時には，ご自身で身の安全の確保をお願い致します。 

(2) 自宅待機する場合においても，園にご連絡下さい。 

(3) 気象警報等にかかわらず，園長が危険と判断した場合は，臨時休園することがありま

す。 

(4) 園長の判断が不能の時は，それに準ずる職員が判断します。 

  

本基準の気象警報とは，呉市に発令されたものです。NHKテレビ（データ放送－ｄボタ

ンで呉市の情報を確認） 



 

 

（別紙 個人情報保護に関する基本方針） 
 

社会福祉法人 岳瑛 

個人情報保護に関する基本方針 

（プライバシーポリシー） 

 

社会福祉法人岳瑛 銀の鈴こども園・鈴らん保育園（以下当法人）では，個人情報に関する法

令およびその他の規範を遵守し，関係者の皆様の大切な個人情報の保護に万全を尽くします。 

 

１．個人情報の収集について 

当法人では，次のような場合に必要な範囲で個人情報を収集することがあります。 

(1) 当法人へのお問い合わせ時  

(2) 当法人へのお申し込み時 

 

２．個人情報の利用目的について 

当法人は，関係者の皆様から収集した個人情報を次の目的で利用いたします。 

(1) 関係者の皆様への連絡のため  

(2) 関係者の皆様からのお問い合せに対する回答のため  

(3) 関係者の皆様へのサービス提供のため 

 

３．個人情報の第三者への提供について 

当法人では，関係者の皆様より取得した個人情報を第三者に開示または提供することはあ

りません。ただし，次の場合は除きます。 

(1) ご本人の同意がある場合  

(2) 警察からの要請など，官公署からの要請の場合  

(3) 法律の適用を受ける場合 

 

４．個人情報の開示，訂正等について 

当法人は，関係者の皆様ご本人からの自己情報の開示，訂正，削除等のお求めがあった場

合は，確実に応じます。 

 

５．個人情報保護に関するお問い合わせ先 

TEL. 0823-21-3845 FAX. 0823-21-3945 

e-mail. suzuran@suzuran.nicox2kids.com 

社会福祉法人岳瑛 



 

（別紙 ボルダリング・遊具等の利用について） 

社会福祉法人岳瑛 

ボルダリング・遊具等の利用について 

 

平成 30年 10月 29日 

 

 平成 30年に，ボルダリング施設を銀の鈴こども園に設置いたしました。子どもの好奇心を刺激

し，体幹をはじめ足腰を鍛える事が出来ます。また自分でルートを開拓する事で，知能の発育も

期待できます。 

この遊びの中で子どもたちはホールドをどのように握って，足を何処において，と頭をフル回

転させます。時には友だちに相談し，「次の足何処に置けばいい？手はどこ？」と出来ないこと

が出来るようになる喜びと，出来ないお友だちに教えてあげる楽しさや優しさを自然と身につけ

ることでしょう。なによりも，楽しいと思います。 

 これまでも，本施設は街中にあるにもかかわらず，工夫を凝らした遊具や草木で体力の向上

を図ってきました。利用につきましては，職員立ち会いの元で，これまで通り安全には，細心の

注意を払います。一方で，社会情勢を踏まえ，以下のことをご理解していただくことをお願い致

します。 

□ ボルダリングや遊具は多少の危険を伴うスポーツ・設備であることをご理解下さい。 

□ ボルダリング施設や遊具には安全点検を実施し，安全対策をしています。しかし，場合

によっては，ケガの恐れがあることをご理解して下さい。 

 ご存じのように，ボルダリングや遊具で遊ぶことはとても楽しいです。私たちもワクワクして

います。安全に楽しく，子どもたちの成長に寄与できれば幸いです。 

 これまで通り，元気にたくましい子どもを，育てるためにご協力下さい。  



 

 

 

（別紙 利用料等利用者負担金納入について） 

 

銀の鈴こども園 

利用料等利用者負担金納入について 

１．明細 

 教育・保育の質の向上を図るうえで，特に必要と認められる利用者負担 

保育料 

・住民登録のある市町村民税で市が負担額を決定します。 

・保育料は登園の有無に関わらず月の初日に在籍していた場合はその月の全額を

負担していただきます。 

実費徴収 

給食費 

０～２歳児 無料 

３歳児以上（土曜日欠席分は返金） 

副食費   4,500円/月（対象家庭は無料） 

主食費   1,500円/月（全員） 

絵本代 400円程度／月 ※年齢によって異なります。 

園児服・体操着等 

ベレー帽・制服（夏・冬）（１才以上） …6,500円程度 

紺短パン（３歳児以上）       …1,200円程度 

カラー帽（全員）          …  850円程度 

エプロン（０，１歳）        …1,550円程度 

※金額は年度で確定次第保護者に文書で配布する。 

新年度用品 
教育保育に必要とされるものを購入していただきます。 

※学年によって異なります。 

保護者会費 5,000円／年（第３子以降は無料） ※保護者会で定めた額 

預かり保育料 

1 号認定 教育標準時間以外     …200円／時間 

２・３号認定 

（保育短時間） 

７時３０分～ ８時３０分…200円 

１６時３０分～１８時３０分…200円／時間 

施設整備費 1,000円／月（第３子以降は無料）（当面徴収しない） 

※保育料は月末に１カ月単位で口座引落となります。口座引落の手続きが必要になります。口座の残

高の確認をお願いいたします。 

※引き落としが出来なかった場合は，別途指定日までに指定口座にお振込下さい（振込手数料は利用

者でご負担下さい）。前日までに口座残高の確認をお勧めします。２か月以上の滞納になりますと，

在籍できなくなる恐れがありますのでお気を付け下さい。 

※実費徴収は原則として登園の有無に関わらずその月の全額を負担していただきます。 

※預かり保育の時間単位は切り上げとします。 

※本園では現在和太鼓指導料，茶道指導料，まなびタイム指導料年間合計 90 万円強を，園の負担で

行っています。全園児に幅広い経験をしてもらうため，現在保護者の負担を求めておりません。今

後も可能な限りその方針は続ける予定です。なお，負担金変更の場合は，文書にてお知らせいたし

ます。 

 

２．支払方法（以下のいずれかの方法） 

  (1)指定金融機関（もみじ銀行）より毎月末口座引落となります。前日までに残高をご確認

下さい。指定金融機関に口座をお持ちでない方は，口座の開設をお願いします。 

  (2)指定口座へのお振込（振込手数料は利用者でご負担下さい） 

 ※指定金融機関へ口座を開設されることをおすすめします。 

 

 銀の鈴こども園指定口座 

 もみじ銀行呉荒神支店 社会福祉法人岳瑛 銀の鈴こども園 口座番号 0417277 

 

 負担金納入についてのお問合せは，以下にお願いします。 

 窓口担当者：平田裕章（鈴らん保育園 0823-21-3845） 



 

（別紙 利用料等利用者負担金納入について） 

 

鈴らん保育園 

 

利用料等利用者負担金納入について 

１．明細 

 教育・保育の質の向上を図るうえで，特に必要と認められる利用者負担 

保育料 

・住民登録のある市町村民税で市が負担額を決定します。 

・保育料は登園の有無に関わらず月の初日に在籍していた場合はその月の全額を

負担していただきます。市役所にお支払い下さい。 

実費徴収 

給食費 

０～２歳児 無料 

３歳児以上（土曜日欠席分は返金） 

副食費   4,500円/月（対象家庭は無料） 

主食費   1,500円/月（全員） 

絵本代 400円程度／月 ※年齢によって異なります。 

園児服・体操着等 

ベレー帽・制服（夏・冬）（１才以上） …6,500円程度 

紺短パン（３歳児以上）       …1,200円程度 

カラー帽（全員）          …  450円程度 

エプロン（０，１歳）        …1,550円程度 

※金額は年度で確定次第保護者に文書で配布する。 

新年度用品 
教育保育に必要とされるものを購入していただきます。 

※学年によって異なります。 

保護者会費 5,000円／年（第３子以降は無料） ※保護者会で定めた額 

預かり保育料 
２・３号認定 

（保育短時間） 

７時３０分～ ８時３０分…200円 

１６時３０分～１８時３０分…200円／時間 

施設整備費 1,000円／月（第３子以降は無料）（当面徴収しない） 

※実費徴収について。３歳以上児給食費，その他実費は銀行引落となります。２か月以上の滞納にな

りますと，在籍できなくなる恐れがありますのでお気を付け下さい。 

※実費徴収は原則として登園の有無に関わらずその月の全額を負担していただきます。 

※預かり保育の時間単位は切り上げとします。 

※本園では現在太鼓指導料，茶道指導料，まなびタイム指導料年間合計 90 万円強を，園負担で行っ

ています。保護者の方の負担をなるべく軽くし，幅広い経験をしてもらいたい思いで保護者の負担

を求めておりません。今後も可能な限りその方針は続ける予定です。なお，負担金変更の場合は，

文書にてお知らせいたします。 

 

２．支払方法 

(1) ３歳児未満保育料について（行政徴収） 

市役所で決定した保育料は，市役所指定口座引落になります。27日に引き落とされますので，

（27日が（土）（日）（祝）の場合は前日）前日までに残高をご確認下さい。 

(2) その他について（以下のいずれかの方法） 

  (ⅰ)指定金融機関（もみじ銀行）より毎月末口座引落となります。前日までに残高をご確認

下さい。指定金融機関に口座をお持ちでない方は，口座の開設をお願いします。 

  (ⅱ)指定口座へのお振込（振込手数料は利用者でご負担下さい） 

 ※指定金融機関へ口座を開設されることをおすすめします。 

 

 鈴らん保育園指定口座 

 もみじ銀行呉荒神支店 社会福祉法人岳瑛 鈴らん保育園 口座番号 0417260 

 

 負担金納入についてのお問合せは，以下にお願いします。 

 窓口担当者：平田裕章（鈴らん保育園 0823-21-3845） 

  



 

 

 

銀の鈴こども園利用契約書兼同意書 

 

 銀の鈴こども園（以下「本園」という。）と支給認定子ども及びその支給認定保護者（以下

「保護者等」という。）は，保護者等が本園を利用することに関し，次のとおり契約を締結す

る。 

 

１ 本園は，保護者等に対して発行されている支給認定証の内容を確認した上で，特定教育・

保育を保護者等に提供することとする。 

２ 保護者等は，本園が説明した「園生活のしおり兼重要事項説明書」「運営規程」及びその

他の「重要事項」の内容について説明を受け，内容について同意し，これらに定められた保

護者等の義務（利用者負担その他の費用の支払いを含む。）を履行することとする。 

３ この契約の有効期間は，令和  年  月  日から卒園日までとする。（ただし，転退

園の場合は転退園日まで。） 

４ 本園は，本契約にかかる内容に変更があった場合，その内容について保護者等に説明し，

同意を得ることとする。 

 

上記の内容を証するため，本書２通を作成し，本園と保護者等の双方が自署又は記名押印の

上，各自１通を保有する。 

 

令和  年  月  日 

（本園） 

事業者（名称）・代表者（氏名） ：社会福祉法人 岳瑛 平田裕章         

施設（名称）   ：銀の鈴こども園                 

施設（所在地）  ：広島県呉市東中央一丁目５番２号         

園長（氏名）   ：平田明美                    

 

（保護者等）                       （※自署または記名押印） 

支給認定保護者※（氏名） ：                        

支給認定子ども（氏名） ：                        

住所    ：                        

 



 

鈴らん保育園利用同意書 

 

 鈴らん保育園（以下「本園」という。）と支給認定子ども及びその支給認定保護者（以下「保

護者等」という。）は，保護者等が本園を利用することに関し，次のとおり同意する。 

 

１ 本園は，保護者等に対して発行されている支給認定証の内容を確認した上で，特定教育・

保育を保護者等に提供することとする。 

２ 保護者等は，本園が説明した「園生活のしおり兼重要事項説明書」「運営規程」及びその

他の「重要事項」の内容について説明を受け，内容について同意し，これらに定められた保

護者等の義務（利用者負担その他の費用の支払いを含む。）を履行することとする。 

３ この同意事項の有効期間は，令和  年  月  日から卒園日までとする。（ただし，

転退園の場合は転退園日まで。） 

４ 本園は，本同意事項にかかる内容に変更があった場合，その内容について保護者等に説明

し，了承を得ることとする。 

 

 

令和  年  月  日 

（説明者） 

事業者（名称）・代表者（氏名） ：社会福祉法人 岳瑛 平田裕章         

施設（名称）   ：鈴らん保育園                  

施設（所在地）  ：広島県呉市中央六丁目 11番１号         

園長（氏名）   ：平田裕章                    

 

（保護者等）                       （※自署または記名押印） 

支給認定保護者※（氏名） ：                        

支給認定子ども（氏名） ：                        

住所    ：                        


