
大沢保育園の概要 

郵便番号 ０２８－１３１１ 

岩手県下閉伊郡山田町大沢８－１９－２ 

電話 ０１９３－８２－２７１６ 

FAX ０１９３－８２－２９２３              平成２９年度  職員数 

開設 財団法人大沢愛育会 昭和３７年４月          

設置主体名称 平成２５年９月１日社会福祉法人大沢愛育会 

経営主体名称 社会福祉法人大沢愛育会 

経営主体代表者 理事長 大久保 信之 

施設長名    園長  斉藤 ひろ子 

＊  開所時間は、午前 7:00時～午後 7:00時まで 

        (延長保育時間を含む) 

＊  受け入れ年齢 生後 6ヶ月～満 6歳まで 

              （小学校入学前まで） 

 

 

＊ 入所定員数   50名 

平成 29年 6月 1日現在 

 年齢  0歳  1歳  2歳  3歳  4歳  5歳  合計 

入所児童数  1人  0人  3人  7人  8人  6人  25人 

  現在は 25人 入園しています。 

  いつでも入園可能です。 

 

＊ 利用可能サービス 

・ 休日保育 （休日保育は平成 26年 4月から行っています。） 

年齢区分  ０～1歳未満 1歳以上～2歳児  3歳児 4歳児～5歳児 

月額料金     

 日額料金  ２，０００円  ２，０００円  ２，０００円  ２，０００円 

 時間料金     ５００円    ５００円    ５００円    ５００円 

  その他   （４時間以上は日額料金。４時間未満は日額料金の半分。 

 

 利用時間は、午前８時～午後５時まで 

保育園入園認定理由以外で休日に利用される場合には、料金が必要となります。 

休日のため、給食はありませんのでお弁当を持参してください。 

・ 障害児保育  平成６年度より障害児を受け入れており、今後も受け入れていきます。 

・ 延長保育   平成２９年度より開始。  

       午後６時～午後７時 

職  名 職員数 

施設長 １名 

主任保育士 1名 

保育士 ４名 

栄養士 １名 

調理師 1名 

保育補助 1名 

事務員 １名 

合計 １０名 



・ 一時保育  保育時間  午前７時～午後６時まで 

 

１日の場合の料金              半日（４時間）午前中の場合の料金 

対象年齢 保育料金 

０歳～３歳未満 ２，０００円 

３歳～４歳未満 １，５００円 

４歳～６歳未満 １，０００円 

 

食事、おやつ代を含みます。 

一時保育は連続して最長１５日間が限度となっています。 

詳しいことは、保育園にお尋ねください。 

 

大沢保育園の保育理念 

保育方針、保育目標は、次のとおりです。 

 

 

  保育理念  児童福祉法に基づき保育に欠けるすべての子どもにとってもっともふさわしい生活 

         の場を保障し、養護と教育を一体的に行うと共に最善の利益を守り保護者と共に、 

         その福祉を積極的に増進する。 

 

  保育方針  ① 子どもひとりひとりを大切にし、その子の発達に見合った指導や遊びの手助け 

           をする。 

         ② 集団生活をおくる中で、お互いを認め合い、協力してやり遂げる姿を暖かく 

           見守ってあげる。 

         ③ 働く保護者を理解して共に子育てし合う関係づくりにつとめる。 

  

  保育目標： 大沢保育園は、幼児の健康と安全を目標に幼児が充実した集団生活を通して望 

しい人格を形成し、心身の諸能力を調和的に伸ばしていけるよう助長する為に 

         次の四点を保育の目標としております。 

   

（１） 丈夫でたくましい子ども。 

（２） 仲良く遊び、協力できる子ども。 

（３） 明るくて、思いやりのある子ども。 

（４） よく考え、豊かに感じ、のびのびと表現できる子ども。 

 

   

対象年齢 保育料金 

０歳～３歳未満 １，０００円 

３歳～６歳未満 ８００円 



 丈夫な身体作りの為に、戸外遊びや、散歩を多く取り入れたり、朝の自由遊びの後はみんな 

   で、曲に合わせて身体を動かしています。大沢のお祭りの八木節踊りも平成１９年度より、 

   取り入れ、年長児が運動会や高齢者施設訪問で披露したりしています。又、異年齢交流も 

   多く取り入れ、兄弟のようにお世話をしたり、親しみをもって異年齢で仲良く、楽しく過 

   ごしています。 

 保育園の一日 

時 間 帯 保 育 内 容 

７：００～９：３０ 園児登園、自由遊び（全園児） 

９：３０～１１：００ ３歳未満児はおやつ、集団保育 

３歳以上児は出席調べ、お当番活動、集団保育 

１１：００～１３：００ 昼食、昼食後の自由遊び、午睡準備 

１３：００～１４：４５ 園児全員の午睡 

１４：４５～１５：３０ 午睡起床、おやつ 

１５：３０～１６：００ お帰り準備、お迎えの順番に帰宅します。 

１６：００～１８：００ お仕事の関係でお迎えの遅くなる子は好きな遊びをしなが

らお迎えを待っています。 

１８：００～１９：００ 延長保育 

 

保育園の年間行事 

 月            行 事 内 容 

４月 ・入園・進級を祝う会（新入園児と継続児の進級を祝う会） ・保護者会総会 

・内科健診（嘱託医師） 

 ５月 ・親子遠足   ・花祭り 

 ６月 ・歯科健診（嘱託医）  ・親子交通安全教室  ・保育参観  ・クラス別懇談会 

 ７月 ・七夕 

・夕涼み会（親子や地域の人々、卒園児と夜店や花火を楽しむ集い） 

 ８月 ・すいかわり大会  ・お楽しみ会（年長児が保育園の思い出となるイベント企画で楽しい 

体験をします。夕食作りも楽しみ一緒に会食もします。） 

 ９月 ・高齢者施設訪問 

１０月 ・親子運動会   ・園外保育（園児だけの小遠足） ・実施避難訓練（消防署立ち合い） 

・人形劇観覧（保育所地域活動） ・内科健診（嘱託医師） 

１１月 ・七・五・三 ・歯科健診（嘱託医師） 

１２月 ・成道会  ・生活発表会  クリスマス会 

 １月 ・個別面談 ・年長児思い出づくり  

 ２月 ・節分の豆まき  ・ねはん会  ・記念写真撮影 

 ３月 ・ひな祭り  ・お別れ会（卒園児と在園児とのお別れ会） ・卒園式 

※  毎月、行われる行事は、誕生会・体位測定・避難訓練です。 

 



入園して保育園生活で守って頂くこと。 

①  保育時間について 

 開園時間は午前７時～午後７時までです。 

・短時間保育 午前８時～午後４時（午前８時前に登園したり、お迎えが午後４時を過ぎる 

 と延長料金が発生します。） 

 利用者負担は 

 午前７時～午前８時まで    １００円 

 午後４時～午後５時まで    １００円 

 午後５時～午後６時まで    １００円 

 午後６時～午後７時まで    ２００円 

 

・標準時間保育 午前７時～午後６時までの保育です。 

詳しくは、園長または、主任保育士に遠慮なくご相談ください。 

②  園児の服装について 

 園児の服装は、子ども達が活動しやすいように、清潔で活動的なものを着用させて登園させて   

 下さい。（園児服を着用させて下さい。未満児は着用しなくていいです。）  

 

③  園児の持ち物について 

 子どもの所持品の全部に必ず、氏名をハッキリとつけて下さい。 

 所持品は、丈夫で長持ちするものを選んで下さい。特に傘や靴、お弁当箱など同じものを 

 用意する子もおりますので、氏名をつけるなどして下さい。なお、午睡（お昼寝）で下着 

 の着脱を行いますので下着類にも氏名をつけて下さい。 

 

④  給食について 

 毎日持たせるお弁当は、必ずハンカチで包んでから、かばんに入れて下さい。（以上児） 

 なお、ハンカチ結びのできない場合は巾着袋に入れて下さい。 

     但し、お箸を忘れないようにご注意下さい。また、食後に口のまわりを拭くおしぼりを 

     忘れないようにお願いします。チューリップ組は２本、おしぼりが必要になります。 

     チューリップ組はご飯もおかずも毎日、保育園からでます。３歳以上児は、おかずが 

     でますのでお弁当にご飯を入れて持たせて下さい。毎月の誕生会やお釈迦さまの行事 

     には、ご飯もおかずもでますので、献立表をよくご覧になり、ご用意下さい。 

 

⑤  午睡（お昼寝）について 

 午睡（お昼寝）用具は、ありあわせの物で結構ですから、各自でご用意下さい。なお、 

 季節によって調節しますのでタオルケットや毛布等を準備して下さい。 

 また、枕は汗をよく吸収するように、特に頭の部分が汚れやすいので、タオル等でカバー 

 を用意して下さい。 

   



 

 

⑥  園児の送迎について 

 

 最近は子どもを取り巻く環境も変化し、危険も多くなりましたので、子どもの登園、降園 

 には、必ず家人の方の送り迎えをお願いしたいと思います。 

 チューリップ組のお子さんを送ってきた時には必ず保育士に手渡して下さい。また家族以外 

 の方がお迎えの場合には必ず、連絡して下さい。 

 

⑦  園児の欠席について 

 子どもが欠席をした時、または欠席させる時には、その理由を必ず保育園に電話等で連絡して 

 下さい。特に、伝染性で他の子ども達に感染の可能性がある病気等に罹患した場合には、医師 

 の、登園許可が出るまで保育園を休ませて下さい。なお、保育時間中に子どもが帰って来たり 

 した時には、すぐに保育園に連絡をして下さい。 

 

⑧  保育園と家庭の連絡について 

 保育園から家庭に連絡する事柄は、緊急の場合の電話連絡や漁協からの放送以外は、お手紙、 

 または、連絡ノート等で行いますので、読み落としのないようにご注意下さい。また、提出物 

 は決められた期限までに提出してくださるようご協力下さい。 

 

⑨  その他について 

   ＊お子さんの身体上の事柄や癖などについて、担任保育士に話しておいた方が良いと思われ 

    る事がありましたらお話しして下さい。 

   ＊「落とし物」や「忘れ物」は出来るだけ早く保育園に申し出て下さい。 

   ＊保育園では金銭を徴収する時は、必ず徴収袋を持たせますのでそれ以外は持たせないように 

    して下さい。 

   ＊登園の際はお菓子や玩具類を持たせないように注意して下さい。 

    また、かばんにキーホルダーをつけないように注意して下さい。 

   ＊お手拭きタオルは毎日の持ち帰りですので紐をつけて園児氏名をハッキリと書いて下さい。 

   ＊着替え用の衣服に氏名をハッキリと付けて、あらかじめ保育園に届けておいて下さい。 

 


