
 楽学館古沢園 しおり 

 施設概要 

住所 川崎市麻生区古沢 8-1 

ＴＥＬ 044-455-5651 

メール raku-furusawa@tensaikids.jp 

施設長 蔭山 恵理 （カゲヤマ エリ） 

開園日 ２０１9 年４月１日 

設置者 株式会社ＴＫＣ 東京都稲城市東長沼２１０６－５ マスヤビル１Ｆ 

主な事業内容 1. 川崎認定保育園及び認可園の運営 

        2. 幼児教室の運営 

        3. 地域密着型の子育て支援（子育てサロン）の開催 

 

 教育方針 

天才キッズクラブでは乳幼児期それぞれの時期に、一人一人の子どもの天から授かった潜在能力を引

き出し、ＩＱ（学力）ＥＱ（心力）ＧＱ（元気力）のバランスよい子どもを育てます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教えない 

子どもは観察能力に優れていま

す。おもしろいものを見せれば、 

それを真似したがるのが子どもで

す。やらされるのではなく、自分で

学ぶことを身につます 

子ども扱いしない 

いい意味で「子どもに合わせた活動」

を行いません。大人が限界を決めてし

まえば、子どもの成長はそこまででし

ょう。出来る事を前提に多くのことに

チャレンジします。 

競争する 

様々なプログラムを通して、全ての

子に勝つ・負ける体験をたくさんさ

せます。「勝ちたい！」という気持ち

は子どもを大きく成長させます。 

習慣・体づくり 

運動することで健康な体を作り、脳へ

の刺激を与えることによって、集中力

が高まります。さらに挨拶、早寝早起

きなどの基本的な生活習慣を身につ

けます。 

天才キッズクラブのテーマは 

「生きる力」 

学ぶこと・挑戦することのおもし

ろさを知っている子どもは、大人

になっても様々なことにチャレン

ジし続けることができるでしょ

う。 

私たちが育てたいのはまさに「生

きる力」をもっている子どもたち

なのです。 
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楽学館古沢園 

 

 募集要項 

対象  0 歳児（5 ヵ月）～５歳児（未就学児） 

入所定員  

0 歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 計 

6 名 10 名 11 名 11 名 11 名 11 名 ６０名 

園長、主任、保育士、看護師、栄養士、調理員、事務員等 

 

 開所日・開所時間及び休園日 

開所日  月曜日～土曜日 

開所時間  ７：00～２０：００ 

通常保育時間 ７：00～１８：00 

延長保育     18：01～ 20：00 

休園日  日曜日・祝祭日・年末年始（１２／２９～１／３） 

 

 年間行事予定 

⚫ 保護者の方にご参加いただくもの  保護者会、親子遠足、スポーツ大会、発表会、面談 

卒園式 

⚫ 園児と保育者で行うもの  季節行事（端午の節句、七夕、夏祭り、ハロウィンパーティ、 

おいもほり、クリスマス、節分、雛祭り、お泊まり保育など） 

⚫ 毎月行うもの 園医健診（隔月）、身体測定、避難訓練、お誕生日会 

⚫ 自由参加のもの         サマーキャンプ、スキー教室、親子田植・稲刈りキャンプ 

 

 デイリープログラム 

 0、１、２歳児 ３、４、５歳児 

７：００～ 通常保育（合同保育） 

９：００～１０：００ 朝の会・おやつ 9:00～12:00 

運動・ピアニカ・自学自習 

散歩・その他活動 

１０：００～１１：００ 運動・散歩 

１１：００～１２：００ 昼食 

１２：００～１２：３０ 着替え・読み聞かせ 

１２：３０～ 

１５：００ 

午睡 昼食 

※３歳児以上も個々の体力差によっては午睡があります。 

１５：００～１５：３０ おやつ 

１５：３０～１６：３０ 帰りの会 

１６：３０～ 

１８：0０ 

自由あそび 

通常保育終了 

１８：0１～２０：００ 延長保育 



 

 給食について 

 （株）JFSに委託しており、栄養士による献立を園内の給食室で調理しています。 

ビタミンＢ１、Ｂ２、食物繊維が含まれた「麦」や「てんさい糖」を取り入れた給食を提供しま

す。 

アレルギー除去食対応しております。 

 

 保育園のご利用に際し、健康上ご留意いただきたいこと 

◆ お預かり時に３７．５℃以上の熱がある場合、あるいは伝染病の疑いがある場合にはお預かりがで

きません。また、保育中に熱が３７．５℃を超えた場合、保護者の方にご連絡の上お迎えに来てい

ただきます。その他体調不良に関しても同様です。 

◆ 病気の疑いで受診をお願いした際には、ご協力よろしくお願いします。 

また帰宅後状態が良く、保護者の方の判断で受診せず登園した場合、朝再度の受診をお願いするこ

ともありますので、予めご了承ください。 

◆ ３７．５℃を超えない場合でも全身状態が悪いと判断した際にはお迎えをお願いいたします。 

◆ 感染症にかかった場合はお休みしていただきます。治癒した時点で登園許可証を医師に書いていた

だいて登園してください。（別紙 a） 

◆ 感染症を発症している方の送迎はお控えください。 

◆ 感染拡大のリスクがある為、下痢と嘔吐物が付いた衣服は洗わずに、ビニール袋に入れて返却させ

ていただきます。 

◆ 予防接種は、副反応の観察をご家庭でしていただくために、降園後やお休みの日に受けていただく

ようお願いいたします。接種後当日の登園はお控えください。 

 

◎登園許可証が必要な感染症◎ 

インフルエンザ／百日せき／麻しん／風しん／水痘・帯状疱疹／流行性耳下腺炎 

咽頭結膜炎／流行性角結膜炎／急性出血性結膜炎／溶連菌感染症 

 

◆ 喘息・アレルギーなど先天性体質に関しましては調査票に正確にご記入ください。 

また脱臼し易い、脱臼の経験がある等もお知らせくださると助かります。 

 

 与薬について 

☆保育園では原則、与薬はいたしません。 

アレルギー児のエピペンなどは所定の手続きの上、園でお預かりして必要時投与いたします。 

☆病院で診察を受けるときは次のことを主治医にお伝えください 

1.お子さんが○○時～○○時まで保育園に在園していること 

2.保育園では原則として薬の使用ができないこと 

・病気の種類や症状によって、薬を朝・夕２回にできることもあるそうです。 

 また、３回の場合でも保育園に持ち込まない飲み方、朝・夕・夜などができないか主治医に 

相談してみてください。 

・保育園に登園してよい状態かどうか主治医に確認してください。 

・ホクナリンテープ等の貼り薬の使用の際には記名し、落ちないように保護テープを貼ってくだ  

さい。 

・かゆみ止めパッチ、虫よけパッチは誤飲の危険がありますので避けてください。 

 

 安全対策について 

◆ 防災訓練計画を立て、毎月避難訓練を実施いたします。 

◆ 原則として大きな災害が起こった際には、園からの連絡がなくてもお迎えに向かってください。 

 



 避難場所 第一避難場所：麻生小学校  所在地：上麻生３－２４－１ 

      広域避難場所：王禅寺ふるさと公園 所在地：麻生区王禅寺５２８－１ 

 

 急病時の対応方法 

保育中に体調の変化等がみられた場合は、保護者の方の緊急連絡先に連絡し、園医機関または主

治医へ連絡をとるなど必要な措置を講じます。 

保護者の方と連絡がとれない場合は、お子さんの身の安全を最優先させ、当園が責任を持ってし

かるべき対処を行いますので、あらかじめご了承願います。 

 

◆ 園医：潟山 亮平（がたやま りょうへい）医師 

にじいろ子どもクリニック 川崎市麻生区万福寺１－１－２ シティモール 4 階 

☎／０４４－９５１－２４１６ 

◆ 嘱託歯科医：河西 衞司（かさい えいじ）歯科医師 

かさい歯科医院 川崎市麻生区下麻生３－１９－２２ ２階  

☎／０４４－９８６－０１５３ 

◆ 救急隊 

管轄消防署名：麻生消防署 川崎市麻生区万福寺１－５－４  

☎／０４４－９５１－０１１９ 

◆ 警察署 

管轄警察署名：麻生警察署 川崎市麻生区古沢８６－１  

☎／０４４－９５１－０１１０ 

 

 保険の加入 

保育料には各種保険料も含まれております。 

保険内容は以下の通りです。保険適用の範囲は保育中および課外活動中のみとなります。 

送迎中の事故は保険適応外となります。 

賠償責任保険 １事故対人  １０億  １名 １，０００万 

   １事故対物 １０億  

傷害保険 死亡・後遺障害 各１００万 

  入院保険金日額 １，５００円 

  通院保険金日額 １，０００円 

 

 送迎について（現在は玄関にて行っています） 

◆ ９：００よりクラス活動が開始となりますので、登園は８：５０までにお願いします。 

◆ 欠席・遅刻をする場合は８：００～８：５０の間に電話にてご連絡ください。 

◆ お迎えが予定よりも遅れる場合は、お早めにご連絡ください。 

◆ お迎え時の引き渡しはあらかじめご家庭より連絡のあった方のみとさせていただきます。 

お迎えの方に変更がある場合は必ず保護者の方よりご連絡をお願いします。 

お迎えに来られる方は事前に写真を提出し、必ず園の名札を提示してください。 

◆ 送迎の際は、必ず名札をインターフォンカメラに見せてください。 

◆ 送迎のための車での敷地内乗り入れ、横づけ等は禁止です。自転車の駐輪に関しては送迎時のみと

なります。 

◆ 送迎時の QRコードのタッチは大人の方が行ってください。お仕度をする前にお願いします。 

◆ 園内では、お子様から目を離さない様にお願いします。特に階段付近は大変危険です。 

◆ ベビーカーを園に預けることが出来るのは１歳児クラスの方及び、特別な理由による園で認めた方

のみのご利用となります。ステッカーをお配りしておりますので、順次お申し出ください。 



呼名について 

◆本園では英語教育に取り組み、外国人講師の英語レッスンを行っているため、カリキュラムによって

ファーストネームで呼び合うことがあります。 

 

 保育内容に関する相談 

当園では保護者の方に安心してお子さんを預けていただけるように、保育園に関しての相談受付を 

行います。どんなことでもお気軽にご相談ください。 

 受付方法 

面接、文書、電話などの方法で相談・苦情を受付けます。 

〇楽学館古沢園〇 

受付時間：電話９：００～１7：００ ＦＡＸは２４時間 文書・面接は開園時間 

相談担当：蔭山  

園入り口にご意見箱の設置もしております。ご利用ください。 

 

 

 服装 

活動の妨げにならないものを選んでください。保育室は冷暖房完備です。 

・シンプルなもので、華美な装飾のないもの（長い紐、リボン、フリル、レースなど） 

フード付きファスナー付きでないもの。 

・スカート、長い丈のチュニックは避けてください。 

・大きすぎず、小さすぎない、サイズが合っているもの。 

・上下分かれているもので、ロンパースやコンビ肌着は避けてください。 

・下着を着用しましょう。綿製品が汗を吸いやすいです。 

※子どもが自分で脱ぎ着できる、動きやすいものを選んでください。 

 

 靴 

足のサイズにあったものを選んでください。         

・サイズ選びのポイントは、かかとを合わせてつま先に少し余裕があるものです。 

スリッポンタイプよりマジックテープ式の方が足の甲にフイットしやすく、歩きやすいです。 

・ブーツは避けてください。長靴で登園した日は散歩用の靴を持ってきてください。 

・サンダルは避けましょう。 

 

☆すべてのものにわかりやすく記名をお願いいたします☆ 

 

 頭髪について 

・肩につく長さになれば、結いましょう。 

・前髪は目にかからないよう気をつけましょう。 

・ゴムは飾りのないシンプルなものでお願いします。 

 

 爪切りについて 

毎週爪のチェックをお願いします。（基本的に保育園では爪切りはできません。）  

  



 持ち物 

◎ＡＢＣ組 

・連絡袋（シール帳・集金袋） 

・ランチセット袋（コップ・歯ブラシ 

お箸（必要な子どものみ）・エプロン（必要な子どものみ）） 

・水筒（自分で持てるように紐付きの物をご用意ください） 

・着替え袋（着替え一式、下着も忘れずに） 

   ⇒汚れた時のみ着替えて持ち帰ります。着替えた時は補充をお願いします。 

◇常時個人のロッカーに入れておくもの 

・着替え一式 2セット 

・カラー帽子（金曜日に持ち帰り） 

・お昼寝用バスタオル２枚（必要に応じて。金曜日に持ち帰り） 

・汚れ物を入れるビニール袋 

・おむつ・おしりふき（必要に応じて） 

 

 ◎ＤＥＦ組 

 ・連絡袋（集金袋） 

 ・ランチセット袋（手口用ウェットティッシュ・エプロン） 

手口用ウェットティッシュは記名して園で保管します。なくなりましたらお知らせします。 

・コップ（ＥＦ組に関しましては、時期がきましたらお知らせします） 

 ・水筒（D組は自分で持てるように紐付きのもの、EF組はストロータイプで紐無しのもの） 

 ・着替え袋（洋服上下・下着・おむつ１枚（ＥＦ組のみ）・必要な場合はスタイ） 

 ・園保管用着替え（園に常時２組のお着替えセットを保管させていただきます。 

          使用しましたら持ち帰りますので、翌日補充お願いいたします） 

 ・おしりふき（記名して園で保管します。なくなりましたらお知らせします） 

 

◇常時個人のロッカーに入れておくもの 

・おむつ 5枚（全てに記名） 

・着替え一式 2セット 

・カラー帽子（金曜日に持ち帰ります。洗濯して月曜日にお持ちください。） 

・お昼寝用バスタオル２枚（金曜日に持ち帰ります。洗濯して月曜日にお持ちください。） 

・汚れ物を入れるビニール袋 

 

【夕食を希望される方】☆以下を別袋にご用意ください☆ 

・手口用ウェットティッシュ 

・エプロン（1、2 歳児） 

 

※エプロンはプラスチックで食べこぼしを受けとめるポケット付きタイプのもの 

 

 土曜日保育について 

土曜日保育は、お仕事の都合によるご家庭での保育が不可能なご家庭に限り、お子さんの 

お預かりをしています。土曜保育申込書に必要事項をご記入の上、お申込みください。 

  



 食事代について 

項目 対象 金額 

主食代 ３歳児以上 ２，０００円／月 

副食代 ３歳児以上 ４，５００円／月 

 

 

 延長保育料金・補食および夕食代について（別紙ｂ） 

利用時間 対象 金額 スポット料金 

１８：０１～１8：３０ 利用者 １，０００円／月 ５００円 

１８：３１～１９：００ 利用者 ２，０００円／月 １，０００円 

１９：０１～１９：３０ 利用者 3，０００円／月 １，５００円 

１９：３１～２０：００ 利用者 4，０００円／月 ２，０００円 

 

項目 対象 金額 スポット料金 食事時間 

補食代 １９時までの利用者 ３，０００円／月 ２００円 １８：３０～ 

夕食代 ２０時までの利用者 ８，０００円／月 ５００円 １８：３０～ 

 

 

 保育用品 

ご入園の際、ご購入いただきます保育用品の一覧になります。 

【用品料金表】 

・連絡袋 ￥２４０ 

・カラー帽子 ￥１，１００ 

・保護者用名札（1枚） ￥２１０ 

・集金袋 ￥１００ 

・シール帳 ￥５１０ 

・体操服 上          ￥２，６５０ 

    下            ￥９２０ 

★防災頭巾（ABC クラス） ￥３，３００ 

★クレヨン     ￥６００   

★はさみ ￥４１０ 

★縄跳び ￥５５０ 

★ピアニカのホース ￥４１０ 

★自由画帳 ￥２８０ 

★色鉛筆（12 色）         ￥５７０ 

★ペンケース             ￥１２０ 

★くもん子どもえんぴつ（2Ｂ・4Ｂ）  ￥９０ 

★けしごむ              ￥１１０ 

 

 ※★印の用品につきましてはご家庭でご用意していただいて構いません。 

園にて販売も行っております。 

ご家庭との連絡は（電子連絡帳）を使用しております。  

☆ご準備される際には 

 

←発色がいいもの 

 

 

←ヤマハ（演奏用パイプ PTP-32E） 

        を選んでください。 

  


