
牛川保育園 
♦特別保育実施 
障害児保育 昭和５５年から指定園 
地域活動事業 子育て支援地域活動 
♦保育園の特色 
豊橋中心部にあり、地元の小、中学校

や創造大学の学生、地域の人々と身

近に触れ合える恵まれた環境です。 
直接体験を沢山経験し、感動を全身

で感じながら、生きる力を育てます。  

            
 

 

 

 

◎保育の目標・保育指針 

「心身ともにたくましく、よく遊ぶ子どもと 

            思いやりのある子ども」 

・よく遊び、丈夫な身体をつくる。  

・友達を大切にし、思いやりのある子どもを育てる。 

・人の話が聞ける子どもを育てる。 

★主な年間行事★  

4 月 入園式・こいのぼり集会 

5 月 遠足・保育参観 

6 月 祖父母の集い 

7 月 親子の集い(七夕会) 

9 月 校区敬老会 

10 月 運動会・お祭りごっこ 

11 月 七五三お宮参り 

12 月 生活発表会・クリスマス会 

1 月 人形劇鑑賞会 

2 月 豆まき会・親子触合いデー 

3 月 ひな祭り会・お別れ遠足 

     お別れ会・卒園式 

※毎月の行事  誕生会・避難訓練 

交通訓練・身体測定 

年 齢 児 童 数 保 育 士 

０・１    24    ７ 

２    ２９    ８ 

３    ２８    ３ 

４    ３３    ３ 

５    ３６    ２ 

フリー     ０ 

合計 150 ２３ 

★設置・経営  社会福祉法人育栄会 

★施設長    鈴木 美恵子 

★職員配置   主任保育士  1 名 

             副主任保育士 1 名 

             保育士 23 名 調理員 3 名  

★小学校区   牛川小学校 

★定員      １６０名 

★児童数  

【平成 30年 7月 1日現在】 
♦保育短時間  平日 8:00～16:00 

土曜日 8:00～12:00 

♦保育標準時間 平日 7:30～18:00 

             土曜日 7:30～13:00 

♦施設について   

敷地面積・・・1,755.00 ㎡ 

園舎   鉄筋コンクリート造 2 階建 

述 710．44 ㎡  

遊戯室 95．04 ㎡ 

○通園バス  無 

○保護者との連絡 

      ・乳児連絡ノート 

      ・園だより ・クラスだより 

      ・園内掲示板 

○父母の会費 月２００円 

○父母の会駐車場代 月２００円 

○入園児の諸経費 

・園服 ・カバン ・教材絵本等 

・主食代(三歳児以上)  

○アレルギー症について 

・医師の診断のもと、相談に応じ

受け入れています。 

○園庭開放 ・月１回水曜日 

         午前 10：00～11：00 

♦保育園の一日♦ 

 

8：00  登園・視診・遊び 

9：15  集会・体操 

        おやつ(3 歳未満児) 

10：00 年齢別の活動 

11：30 給食 

     遊び(3歳未満児午睡) 

14：30 おやつ 

      降園準備・視診 

16：00～順次降園 

 〒４４０－００１６  豊橋市牛川町字中郷２－１０    ＴＥＬ ５２－５４７０  FＡＸ ５２－５４８０ 





〒４４１－０１５２  豊橋市前芝町字西堤２５番地 

TEL ３１－０７０３  FAX ３１－０９７６ 

≪  園 の 特 色 ≫ 
・保育園、小学校、中学校との連携を密にし、行事や活動 

に参加し地域に根ざした保育をすすめています。 

・緑豊かな自然の中で、散歩や戸外での運動遊び、絵本の読

み聞かせ、野菜の栽培など、自分の目で見て、触れ、感じ

る体験を通して生きる力を育む保育をすすめています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保育園の目標・方針 
「心身ともに たくましく よく遊び 思いやりのある子ども」 
・友達との関わりの中で、信頼、思いやりの心、協調性を育てる。 

・絵本や童話を通して、豊かな言葉と想像力を養う。 

・運動や遊びを通して、チャレンジ精神の育成とたくましい体を培う。 

・様々な体験の中から、自主性や感性を養い、豊かな心を広げる。 

・食事を通して豊かな人間性をはぐくみ生きる力を養う。 

 施設・経営  社会福祉法人育栄会 

 施設長    山﨑 智美 

 職員       主任保育士  1名 

             副主任保育士 1名 

           保育士 20名 

           調理員  2名 

 学校区 前芝小学校・前芝中学校 

 定員      １５０名 

 入所状況 Ｈ29．7．1現在 126名 

 

8：00 順次登園・視診・遊び 

9：00 片づけ・体操・年齢別活動 

  9：20 おやつ(3歳未満児) 

  10：00  年齢別の活動・遊び 

  11：30  給食・休息 

13：00 遊び・年齢別活動 

午睡(乳児)※夏季午睡（幼児） 

14：30 おやつ 

15：30 降園準備・視診・降園 

16：00～18：30 長時間保育 

 保 育 時 間 平   日   8：00～16：00 

（7：30～18：30  長時間保育）       

            土曜日  8：00～12：00 

       （7：30～12：30  長時間保育）  

※長時間保育は保護者の就労形態により長時間 

保育を必要とする方に限ります。 

 送迎バス         無 

 施設について  敷地面積  1715.68㎡ 

           園舎の構造 鉄筋コンクリート造 2階建 

           延 1043.85㎡ 遊戯室 220.00㎡ 

 送迎スペース  園の前に駐車場があります。 

 保護者との連携 おたより・連絡帳（乳児） 

           掲示板・送迎時の懇談 

 入所時の諸経費 園服、園帽子、教材絵本等 

保護者の会費(月額 200円)・駐車場代(世帯月額 300円) 

主食代(3歳児以上) 

・０歳児  ３名 ・１歳児  ７名 

・２歳児 １９名 ・３歳児 ３４名 

・４歳児 ３２名 ・５歳児 ２５名 

  計 １２０名（平成 30年 4月 1日現在） 

★アレルギー症について 

医師の診断のもと相談に応じています。 

★乳児は個々に合わせた離乳食に対応して 

います。 

★特別保育事業の実施 

 ・障害児保育 

・子育て支援地域活動 

    主 な 年 間 行 事 
4月 入園式・子どもの日の集い  

5月 健康診断  

6月 保小中合同運動会・保育参観・歯科健診・浜遊び(年長)  

7月 七夕会・プール開き      

8月 前芝ふれあい夏まつり・前芝灯篭まつり 

 9月 保小中合同防災訓練・敬老会参加(年長)・ミニ運動会    

10月 遠足・お祭りごっこ・健康診断  

11月 七五三宮参り・三州干支の会    

12月 生活発表会・もちつき会・クリスマス会 

1月 保育参観  2月 豆まき会・人形劇鑑賞 

3月 ひな祭り会・お別れ遠足・お別れ会・卒園式 

毎月 誕生会・避難訓練・交通訓練・身体測定・お茶会（年長） 

※   は前芝保育園ならではの行事で小中学校や地域の方との

交流を、行なっています。 

保 育 園 で の 一 日 
前 芝 保 育 園 

★子育て支援地域活動 

・園庭開放 

(雨天時は室内で遊びます) 

・なかよし広場 

(いろいろな活動を予定しています) 

問い合わせの上ぜひご参加くださ

い。  

園内の見学も

随時受け付け

ています。  
お電話お待ち

しています。 
・子育て支援地域活動 



                 
       

 

◇保育時間     平 日 8:00～16:00 

          土曜日 8:00～12:00 

◇時間延長保育   平 日 7:30～19:00 

          土曜日 7:30～13:00 

◇施設について 敷地面積  1,630.43㎡        園舎の構造 鉄筋コンクリート造２階建 

延９７９.２６㎡遊戯室 207.9㎡                   

◇通園バスの有無 無  ◇送迎のスペース 園舎南側 

◇保護者との連携 おたより・連絡帳（乳児）    

送迎時の懇談・園内掲示板  

◇毎月の諸経費  母の会費（月額 250円）絵本代 

         主食代（3歳児以上のみ）                      
 

 

 

 

 

 

 

  ◇設置・経営  社会福祉法人育栄会 

◇施設長   河 辺 文 子 

◇職員配置   主任保育士  1名 

       副主任保育士 1名  

保 育 士   29名 

調 理 員   3名 

◇小学校区  幸小学校 ◇定員 220名 

◇児童の状況◇（平成 30年月 1日現在）                      

年齢 園児数 保育士 

0歳 7    ３ 

１歳 25 6 

2歳 33 6 

３歳 46 4 

４歳 46 4 

5・6歳 52 4 

フリー  2 

合計 209 29 

 

   
◇保育の目標・方針◇ 

『心身ともにたくましく、よく遊び  

思いやりのある子ども 』 

 様々な経験を通して、子どもたちに意欲や自信を持たせるとと

もに四季折々の行事や自然への関心を高め、心豊かで思いやりの

ある子どもの育成を目指す。     

◇アレルギー症について 

・医師の診断のもと、相談に応じ受け入れています。 

◇特別保育事業の実施  

・子育て支援地域活動（こまどりクラブ） 

・障害児保育 

・時間延長保育 

 園の特色 
 

7:30  開園 

8:00 登園・健康観察・遊び 

9:00  片付け・体操・年齢別活動 

       おやつ(3歳未満児） 

11:00   給食・休息 

13:00   遊び・年齢別活動・午睡(乳児) 

※午睡 3歳児(5月～9月) 

4・5歳児(7月～8月) 

14:30   おやつ 

15:30  健康観察・順次降園 

16:30  時間延長保育（保育短時間） 

18:30  時間延長保育（保育標準時間） 

19:00  閉園 

雨の日でも外で遊べる園庭があり、近くには幸公園や牧野町

中央公園なども点在し、散歩や運動あそびを楽しむことができ

ます。また、地域の方に温かく見守られながら栽培や行事など

を行い、共に子どもたちの成長を支えあい保育をしています。 
  

 

こまどり保育園 
《 主な年間行事 》 

４月 入園式・子どもまつり        

5月 親子遠足・内科健診          

6月 歯科健診 

7月 七夕・夏まつり・プール   

8月 流しそうめん 

9月 運動会 

10月 秋の遠足・内科健診 

11月 芋ほり 

12月 生活発表会・クリスマス会 

2月 節分（豆まき） 

3月 ひなまつり・お別れ会・卒園式 

※毎月行うもの  

誕生会  避難訓練  交通安全指導  身体測定 

 

 

保育園での一日 
 

 

〒４４１－８１12 

豊橋市牧野町字北原２５番地２ 

TEL４６－９１２０  FAX ４７－４２７４ 

 



 

 

 

 

◇設置・経営   社会福祉法人 育栄会 
◇施設長     竹内 紀代美           主任保育士   1名           保育士     31名           調理員     3名 

 

 
 
◎保育園目標・方針   心身ともに健やかで、よく遊び、           思いやりのある子ども 
・よく遊び丈夫な身体をつくる。 
・遊びを通しておもいやりの心を育てる。 
・様々な体験を通して豊かな感性を育てる。 
・色々な方法で表現したり、相手の話を聞いた
りすることが出来るようにする。 

 
◇施設について   敷地面積   2460.96㎡   園舎の構造  鉄筋コンクリート造          2階建て 延 1017.40㎡   遊戯室    218.40㎡ 

◇保育時間   

平 日  8時 00分～16時 00分     (7時 30分～18時 00分 長時間保育) 

土曜日  8時 00分～12時 00分     (7時 30分～13時 00分 長時間保育) 
 
◇保育園の特色    住宅街に位置していますが、園周辺には公
園や広場があり、緑も多くのどかな環境の中
にあります。散歩をしたり体を動かして、の
びのびと遊び、自分で見て触れて直接感じる
心を大切に保育をしています。  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〒 441－8057    
豊橋市柱七番町 163の 3        

TEL 46－8927    FAX 47－4273 
 

 

◇学校区    福岡小学校・中野小学校 
◇定 員    230名 
◇園児数    （H30・4・1現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
◇通園バスの有無  無 
◇送迎のスペース  園舎周辺に少  々
◇保護者との連絡  おたより 連絡帳 

掲示板 送迎時の懇談 
◇入園時の諸経費  園服 カバン 体操服等 
◇毎月の経費    父母の会費 250円           主食代 700円 絵本代 
◇アレルギー対応  相談に応じ除去食受入可 
◇特別保育の実施  障害児保育            

 

主な年間行事 （★は保護者参加行事） 
4月 
5月 
6月 

 7月 
 
8月 

 9月 
10月 
11月 
12月 
 
 1月 
 2月 
     
 3月 
  

★入園式 こいのぼり集会 
★親子遠足(幼児：平日)  健康診断 
★保育参観(土曜日) 歯科健診 
七夕会  プール開き 作楽荘交流 
★はしら夏まつり（土曜日）  流しそうめん 
★運動会（土曜日）  遠足 健康診断 
七五三宮参り 焼き芋パーティー 
★生活発表会（土曜日）  クリスマス会 
★保育参観（平日）  豆まき 
★ありがとうの会(年長児保護者) 
ひな祭り会 お別れ遠足 お別れ会 
★卒園式（年長児保護者） 

【毎月】 
誕生会 食育の日 身体測定 避難訓練  
交通安全指導  

柱  保育園 
年齢 園児数 保育士 

0   5 5 

1 23 6 

2 31 6 

3 45 4 

4 51 4 

5・6 47 4 

フリー  2 

計 202 31 

外国籍園児 14  

保育園の一日  
7：30～ 登園･挨拶･視診 
8：00～ 室内外での遊び 
9：15～ 集会･体操 

（3歳未満児おやつ） 
10：00～ 年齢別の活動 
11：30～ 給食･休息･室内外遊び 

（3歳未満児午睡） 
14：30～ おやつ 

降園準備・視診 
順次降園 

16：00～ 長時間保育 
18：00  降園 



◇◆◇園の目標・方針◇◆◇ 

「心身ともに たくましく よく遊び 

思いやりのある子ども」 

・丈夫な体の子 
・決まりを守り協力できる子 
・人の話を聞いたり、考えたりする子 
・良く考え、自分でやろうとする子 
遊びの中で自分の思いを相手に伝えたり､一緒に 
考えたり､相手の立場に立ったりしていくことで、 
人と人とのつながりのもてる愛情深い子どもに 
育つように保育していきます。 

                               Tel. 63-1484  Fax. 63-1652                               ホームページ http://www.hi-ba-ri.jp/ 

                                   ♩♪♫♬♩♪♫♬♩♪♫♬♩♪♫♬♩♪♫♬ 
  ＊保育園の特色＊ 

･昭和 56年に東岩田にひばり保育園として設立。  

･自然環境に恵まれ、近くには池、田畑が多く、  

春には草花やおたまじゃくし、秋には虫など  

自然に触れて遊ぶことができます。 

･公園が周囲にいくつかあり、 

岩田運動公園にも散歩に出かけます。  

･小規模を生かし、一人ひとりとの 

触れ合いを大切に保育しています。 

     
 
 
＊施設について＊

敷地面積：1661㎡ 

 園舎構造：鉄筋コンクリート造 2階建て          
 床 面 積：延 788.2㎡   遊戯室 142.21㎡                                

              園 舎 645.95㎡ 
❏設置･経営   社会福祉法人 育栄会 
❏施設長     原田 聡子  

❏職員の配置   主任保育士  1名  
保育士    20名 
調理員    3名 

❏小学校区   岩田小学校  

❏定員     150名 

❏児童･保育士数(H30.4.1現在)                          
 

 

 

 

 

 

 

                                                    

❏通園バス: 無   ❏送迎スペース： 10台程度 

❏保護者との連絡： おたより･連絡帳(乳児)  
送迎時の懇談・掲示板 

❏毎月の諸経費： 母の会費 200円・絵本代 
   主食代 700円（3歳児以上）  

❏入園時の諸費用：カラー帽子・カバン 
         教材（個人持ち物） 
★食物アレルギー児については相談に応じ 
受け入れています。(除去食・代替食品にて)    
★特別保育の実施状況 
･障害児保育 

★子育て支援  『ひばりっこと遊ぼう！』 
    未就園の方が親子で参加できます。 

     第 2･第 4水曜日 10:00～11:00  
    （都合により変更することもあります。） 

＊保育時間について

平日 8:00〜16:00 土曜日 8:00〜12:00 

 長時間保育 

   平日 7:30〜18:00 土曜日 7:30〜13:00 

年齢 児童数 保育士 

0 6 
6 

1 17 
2 24 5 
3 25    2 
4 31 2 

5・6 32 2 

フリー  2 

計 135 19 
 

4月 入園式 

5月 春の親子遠足･健康診断 

児童相談日 

6月 保育自由見学･親子の集い 

歯科健診･じゃがいも掘り 
7月 七夕会･プール開き 
9月 祖父母会･地区敬老会参加(5歳児) 

10月  運動会･健康診断･秋の遠足 
三八市に買い物･さつま芋掘り 
焼き芋会 

12月 駆足月間   
生活発表会･もちつき会・クリスマス会 

１月 なわとび月間   
人形劇を見る会・児童相談日  

2月 豆まき会･作品を見る会 
 3月  ひな祭り会･卒園記念の会･お別れ会 

卒園式 
＊毎月行うもの＊ 

誕生会･避難訓練･交通安全指導 
 

３歳以上児      ３歳未満児 

登園･視診   7：30  登園･視診･触診 
室内外で自由遊び            室内自由遊び 
         片づけ   9：30   おやつ 
    年齢別活動  10：00   遊び 

11：00   食事   
       食事･休息  11：30 

12：00   午睡   

室内外 で自由遊び  13：00 
 （夏季は午睡）  14：45  おやつ 

おやつ  15：00 
降園準備        降園準備 
順次降園  16：00  順次降園 
      18：00  

 



〒441－8077  豊橋市神野新田町字ソノ割 23 

TEL 31－3525  FAX 31－4943 

http://www2.ans.jp/apf/sangou/start/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

☆ 通園バス 無 

☆ 送迎スペース 広場 

☆ 保護者との連絡 

・園おたより・クラスたより 

・連絡帳（0.1 歳児）・Ｊモバイル 

・送迎時の懇談、口頭連絡 

☆ 母の会費   月額 300 円 

☆ 入園時の諸経費 

・パン代（3 歳以上児） 

・教材費、園服帽子等 

☆ アレルギー症について 

・受け入れ可（要相談） 

                                                       

 

  

☆地域活動事業 
    ＊老人交流会（敬老会に参加）で手品、遊戯、ピアニカ演奏 

などして地域の老人の方々と交流を図っています。 

＊春には円龍寺での開拓報恩祭、秋には忠霊塔慰霊祭に参加し、 

地域の子どもたちとして関わりを深めています。 

 

☆保育園の特色 

    ＊ 豊かな自然環境に恵まれ、散歩を多く取り入れています。 

       春･･･田植えの様子を見たり、草花摘みなどして遊ぶ。 

       夏・・・カブトムシの飼育、ザリガニやせみ捕り。 

       秋・・・落ち葉拾いやどんぐり拾い 

       冬・・・マラソンや縄跳びで体力作り 

＊ 踊りも大好きで、毎朝いろいろな曲に合わせ楽しく 

身体を動かしてます。  

      ヒーローものが大人気！なりきって踊っている子もいます。 

 

おもな年間行事 （★は保護者参加行事） 

4 月・・★入園式 開拓報恩祭（年長） ★親子遠足 

5 月･･内科健診 ★親子交通安全指導 ★給食参観(年長) 芋さし 

6 月・・歯科健診★保育参観  プール開き           一日の流れ 

7 月・・七夕会 ★懇談会 ★納涼の集い 

お楽しみ会（年長） 

9 月・・防災訓練 ★運動会 

10 月・・芋ほり 遠足 忠霊塔参加（年長）人形劇鑑賞  

11 月・・七五三詣り  

12 月・・★生活発表会 餅つき クリスマス会 

1 月・・老人交流会参加（年長） ★お別れ遠足（年長） 

     豆まき 
2 月・・ ★三郷フェスティバル（作品展） 

3 月・・ひなまつり会 お別れ会 園外保育 ★卒園式 

【毎月】 誕生会 避難訓練 交通安全指導  

身体測定 食育集会 英語教室(年長) 

三郷保育園 
 設置・経営 社会福祉法人 豊橋市西部保育事業会 

 施 設 長  加藤 ひとみ           ＊小学校区 牟呂   

 職員の配置 主任保育士 1 名 保育士 26 名 調理員 3 名        

 保育の目標・方針 

◎心身ともにたくましく、よく遊ぶ子ども 

 ・健康で安全な生活に必要な習慣や態度を身につける子 

 ・何事も積極的に取り組み最後まで頑張る子 

 ・自然を愛し、互いにいたわり合う子 

   ・自主的に友達と協力して遊べる子 

   ・いろいろな方法で表現活動を行い、楽しく創意工夫をする子 

★保育時間 

平日   午前８:00～午後 4:00 

     （標準時間は午後 6:15 まで） 

土曜日午前８:00～午後 12: 00 

     （延長保育は午後 12:30 まで） 

 

★特別保育の実施状況 

・  乳児保育（6 ヶ月～）            

・ 障がい児保育（H18 年度より実施） 

・ 子育て支援（園庭開放） 

  毎月第 2･4 木曜日 10:00～11:00 

定員  200名 

園児数(H30.4.1現在)フリー２人 

年齢 園児数 保育士 

０・１ 4・7  

1 16  

2 37 6（2） 

3 43 4 

4 33 3 

5 41 2 

計 181 26      

時刻  活動内容 

8:00  登園･視診 

     自由遊び 

9:00  集会･体操 

10:00 クラス活動 

11:20 給食 

12:30 午睡･休息 

13:00 室内外遊び 

15:00 おやつ 

16:00 順次降園 

見学は、いつでも受け付けて

ます。連絡して下さいね！ 
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　▽設置・経営　　 社会福祉法人　西部保育事業会
　▽施設長　　　　　今川悦子中村　ひとみ
　▽職員の配置　　主任保育士１主任保育士１名 保育士21名 ＵＲＬ　http://www.ans.co. jp/u/toyohashiseibu/matuba/

調理員　２名
　▽保育園の目標方針

　　　　穏やかな雰囲気の中で保育する。

 ▽小学校校区　松葉小学校
 ▽定員　　　　　　110名

年　　齢 児童数 保育士 　　　時間 　　　　　　内　　　容
０歳児 5 7:30 登園　　視診

1 17 室内外での自由あそび
2 16 　　　4(フリー1） 9:30 片付け
3 24 3 体操　　体育あそび
4 23 2 9:45 おやつ（３歳未満児）
5 19 2 10:00 クラス別活動
計 104 21 11:30 給食・休息

外国人児童 0 12:30 午睡　0・1・2歳（4月～3月）
　　　　3歳(４月～10月）
　　　　4・5歳(７月～８月）

13:00 あそび
　　　好きな遊びを楽しむ

14:40 着替え　　おやつ準備
15:00 おやつ

　  ▽母の会活動事業 　　　絵本・紙芝居など
・会費　月額３００円　　・交通安全親子集合訓練（年３～４回) 16:00 順次降園　　長時間保育
 ・バザーを行い地域の方にも参加していただいています。 18:00 保育終了

　４　月 入園式

　５　月 親子遠足

　６　月 芋のつるさし　保育参観

　７　月 七夕会　プール開き　交通安全親子集合訓練

　８　月 ラストプールフェスティバル　

　９　月 交通安全親子集合訓練　お月見会   運動会

園外保育（ここにこ）　芋ほり  人形劇鑑賞

交流保育（くるみ保）給食試食会（年長児）

１１月 焼き芋会　七五三参り  　発表会
１２月 クリスマス会　餅つき会

▽おもな年間行事

交通安全親子集合訓練　ホットケーキパーティー卒園式
　３　月

１０月 毎　月

保　健

　２　月

　１　月

内科健診　歯科健診　検尿
ぎょう虫検査を行います

　▽特別保育の実施状況　 　　います。

　　・乳児保育　（６ヵ月から）　・障害児保育
　▽一時預かり・受け入れています（事前にお電話ください）

▽園児数（Ｈ30・4・1現在）

　　　8(フリー1）

　▽保護者との連絡・園だより、おたより帳、送迎時の懇談 　　よう努めています。

　▽入園時の諸経費　・園服、帽子、カバン、教材など 　・地域の中で豊かな人間関係が広がるよう、月

　▽アレルギー症について・受け入れています（事前に相談） 　　１回程度、デーサービス光風との交流を行って

　　・遊戯室：124.20㎡ 　　健康な体づくりに努めています。

　　・全室冷暖房完備 　・散歩に出かけ四季折々の自然に親しんだり、

　▽通園バス　　無 　　園庭での栽培を通して豊かな感性を育てる

　　　　　　　土曜日　　　８：００～１２：３０ 　・町の中心部にありながら繁華街から離れてお

　　運動会、卒園式に披露しています。

　▽施設について（敷地面積1,615.89㎡） 　　り緑いっぱいの神社の境内に位置しています。

　　・園舎の構造:鉄筋コンクリート造２階建延べ671.72㎡ 　・広い園庭を生かし、戸外遊びの充実をはかり、

　▽保育短時間　　　　８：００～１６：００
▽保育園・地域の状況について

〒４４０－００７１　 豊橋市北島町字北島８８
ＴＥＬ５２－７００６ 　ＦＡＸ５２－７０７７

　　　・子どもたちが、毎日を安定した状態で楽しく生活できる ▽保育園の特色

ひなまつり会　園外保育（視聴覚センター）　お別れ会

　　　　ように環境を整え、一人ひとりの心を大切に受けとめ、 　・毎月２回、年長児のみ空手指導を受けており、

　・毎月１回、年長児のみ英語教室を受けています。

　▽保育標準時間　　　７：３０～１８：００

空手教室（年長組・月２回）　英語教室(年長組・月１回）

交通安全指導（向山交通児童館）

豆まき　家族ふれあいの日

交流保育（くるみ保）

年長お別れ遠足（雪あそび）　

誕生会　避難訓練　交通安全指導　身体測定

▽一日の生活の流れ
デイリィープログラム（月～金）

松葉保育園松葉保育園



◆ アレルギー症について 

  除去食 代替食（ご相談下さい。） 

◆ 特別保育の実施状況 

  0歳児保育（6ヶ月から） 

  子育て支援事業（★行事） 園庭開放 

◆ 送迎のスペース  有 

◆ 通園バス     無      

◆ 保護者との連携 

   お便り、連絡ノート、懇談会 

◆ 保護者会 会費（月額 300円） 

◆ 入園時の諸経費         

  園服 カバン 教材費 主食代等 

 

 

 

〒440-0061 豊橋市飽海町８０番地 

TEL 55-5813 FAX 55-5819 ホームページ http://www.ans.co.jp/u/toyohasiseibu/akumi/ 

 

 

 

 

 

◆ 施設・経営  社会福祉法人  

豊橋市西部保育事業会 

◆ 施設長    菊池 亜子 

◆ 職員の配置 主任保育士 1名  

保育士 9名 調理員 2名 

◆ 保育時間   

平 日 短時間  午前 8時～午後 4時 

標準時間 午前７時半～午後 6時半  

  土曜日 短時間  午前 8時～午後 0時 

      標準時間 午前 7時半～午後 1時                                       

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 保育の目標・方針 

◎ 心身ともに たくましく よくあそぶ子ども 

◆ 子どもたちが、毎日を安定した状態で楽しく生活できるように環境を整え、一人ひとりの

心を大切に温かく受けとめ、家庭的な雰囲気の中で保育する。 

◆ 児童の状況（定員 50名）（平成 30年 4月１日現在） 

年 齢 ０ 1 2 3 4 5.6 

児童数 2 6 7 6 11 12 

保育士 2 2 2 1   

 
◆ 施設および設備の状況 

   鉄骨造平屋建て （３０９．６８㎡） 

◆ 保育園の特色 

・小規模園のため、ゆったりとした家庭的な雰囲気の中

で、すんなりと園生活に馴染めています。 

・野菜作りを通して、生長や収穫の喜びを味わったり、

おやつクッキングを行う等食育に力を入れています。 

◆ 主な年間行事（★は子育て支援事業） 

月 行事 

４月 入園式・牛川渡船（年中、年長）・蟯虫卵検査 

５月 内科健診・園外保育・芋の植付け・青空給食 

６月 歯科健診・保育参観・★わくわくクッキング 

７月 七夕会・プール開き・★夕涼み会 

８月 夏季自由保育 

９月 ★お月見会（わくわくクッキング） 

10月 運動会・園外保育・内科健診・親子遠足 

★収穫祭（わくわくクッキング）・青空給食 

11月 七五三宮参り・市民館まつり 

12月 お遊戯会・★クリスマス会・わらじ作り 

１月 ★人形劇鑑賞・★わくわくクッキング 

２月 豆まき・★作品展  

３月 ひな祭り・お別れ会・卒園式・三八の市見学 

毎月 誕生会・身体測定・防災訓練・交通安全指導 

英語教室（年長児・年中児） 

★園庭開放（第 3土曜日）・防犯訓練（年 3回） 

 

◆ 一日の生活の流れ 

7:30～ 順次登園･朝の視診 

（室内外での好きな遊び） 

9:30～ 体操 おやつ(乳児)  

10:00  年齢別保育                  

11:20  給食（当番活動） 

13:30  あそび（乳児、午睡） 

15:00  おやつ･絵本読み聞かせ 

16:00  順次降園 ～18:30 保育終了  

見学に 

来てね♥ 
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児童数 （平成３０年度４月１日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

年齢 園児数 保育士 

０歳児 2 3 

１歳児 23 7 

２歳児 36 7 

３歳児 35 4 

４歳児 45 4 

５歳児 42 4 

合計 183 29 

   

 

 TEL ３２－３２２５ FAX ３２－４４９３ 

〒４４１－８０８２ 

豊橋市往完町字郷社東３４ 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ  
http://www.ans.co.jp/u/toyohashiseibu/ohkan/ 

◇設置・経営  社会福祉法人豊橋市西部保育事業会 

◇施 設 長  小林 康樹 

◇職員の設置  主任保育士１名 保育士２９名 調理員３名 

 

◇一日の生活の流れ 

＜時間＞  ＜子どもの活動＞ 

7：45 順次登園・朝の視診 

          （室内外で好きなあそびをする） 

  9：00 体操 

10：00 年齢別保育・乳児はおやつ 

11：20 給食(当番活動) 

12：30 午睡（幼児は年齢によって違います） 

15：00 おやつ 

15：30～順次降園 

      

◎すなおで明るく元気な子 

〇生き生きとした強く明るい子ども 

〇自分の考えをもって行動できる子ども 

〇あたたかいおもいやりの心をもった子ども 

◇ 小学校区 羽根井小学校 

◇ 定員   １９０名 

主な年間行事（★は保護者参加行事です） 

 月 行    事 

４月 入園式★親子遠足 

５月 ★親子交通安全★給食試食会(年長)・おまつりごっこ

内科健診 

６月 ★保育参観・懇談会・歯科健診 

７月 七夕会・プール開き・カレーライスパーティー 

８月 夏季自由保育 

９月 校区運動会（年長・年中）・★運動会 

10月 秋の遠足・内科健診・ハロウィンパーティー 

11月 七五三宮詣り・ 消防署＆派出所訪問 

12月 ★生活発表会・もちつき会・クリスマス会 

1月 初詣 ★親子お別れ遠足(年長) 

2月 豆まき・人形劇鑑賞・ホットケーキづくり 

3月 ひな祭り会・お別れ会・お別れ遠足・卒園式 

毎月 誕生会・身体測定・防災訓練・交通安全指導 

 

 

保育目標 
 

毎朝，皆で体操するよ。 
（毎月、変わります） 

カレーパーティー・ホットケーキづくり 野菜作り・お芋ほり 
秋にはハロウィンパーティー

春にはお祭りごっこ 
夏は毎日プール遊び ◇保育時間 

平日 保育短時間  午前 8時～午後 4時 

保育標準時間 午前 7時 45分～午後 5時 45分 

土曜日 保育短時間  午前 8時～午後 12時 

保育標準時間 午前 7時 45分～午後 2時 

◇施設について 

・園舎の構造：鉄骨コンクリート造陸屋根２階建 

         延１０３１．２２㎡ 

・遊戯室  ：１４４．２４㎡ 

◇特別保育の実施状況 

  ・０歳児保育（満６カ月から）・障害児保育 

  ・一時預かり （午前８時から午後４時迄） 

◇通園バス・無 ◇送迎のスペース・園舎北側 

◇保護者との連携 

・おたより,懇談会等   

◇母の会 ・会費 月額２３０円 

◇入園時の諸経費  

・園服、園帽等・教材（絵本等） 

・パン代（３歳以上） 

◇アレルギーについて 

・受け入れ可（ご相談下さい） 

園の特色！ 園の特色！ 


