
楽学館保育園 

入園のしおり 

 施設概要 

住所 川崎市麻生区上麻生 1-3-9 KI ビル 2F 

ＴＥＬ ０４４－959-3773 

メール rakugakukan@tensaikids.jp 

施設長 中井 史絵 （ ナカイ フミエ ） 

開園日 ２０１５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 

 

 定員 

対象  １歳児～５歳児（未就学児） 

入所定員  

１歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 計 

12 名 12 名 12 名 12 名 12 名 ６０名 

 

 職員 

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 ７：30 ～ １８：30  短時間保育時間 8：30～16：30 

延長保育時間    ７：00 ～   ７：29   18：31 ～ 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、 

お芋ほり、クリスマス、おもちつき、節分、お泊まり保育） 

⚫ 毎月行うもの 園医健診、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、親子田植え・稲刈りキャンプ 

 



 デイリープログラム 

 １・２歳児 ３・４・５歳児 

７：００～ 通常保育（合同保育） ※ 7：00～7：29 は延長保育 

９：００～１０：００ 朝の会・朝おやつ 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 午後おやつ 

１５：３０～１６：３０ 帰りの会（ 知育 ・ 運動 ） 

１６：３０～ 

１８：３０ 

自由あそび 

通常保育終了 

１８：３１～２０：００ 延長保育 （※18：30夕・補食提供） 

 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。 

 

 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、体調不良・伝染病や感染症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３７.５℃をこえた発熱や、37.5℃をこえない場合でも 

明らかな体調不良（嘔吐や下痢、顔色や全身状態等）と判断した際には、保護者の方にご連絡の

上、お迎えをお願いします。 

発熱や体調不良でお休みや早退をされた場合は、解熱剤等を使用せず解熱状態（37.5℃以下）が 

24 時間経過し医師の判断もしくはお子様の体調が回復されてからの登園をお願いします。 

安静と集団生活での感染拡大防止のため、なにとぞご理解・ご協力お願いいたします。 

◆ 病気の疑いで受診をお願いした際には、受診のご協力をよろしくお願いします。また、帰宅後状態

が良く保護者のご判断で受診せずに翌日登園した場合でも、状態によっては、朝再度こちらより受

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。 

◆ 感染症にかかった場合は、園をお休みしていただきます。 

治癒した時点で、医師に書いていただいた登園許可証を持参の上、登園してください。 

許可証が無い場合はお預かりできません。 

※長期休暇中の発症等で登園までに期間があっても、登園時には許可証が必要となります。 

◆ 感染症を発症している方、体調不良の方の園児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。 

 

◎ 登園許可証が必要な感染症 ◎ （最終頁の表をご参照ください） 

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 

☆保育園では原則として与薬はできません。（健康管理委員会の許可が必要となります。） 

☆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を 

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。（その旨を、連絡帳でお知らせください） 

・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。 

 

 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：新ゆり山手こどもクリニック   東芝 直樹（ひがししば なおき）医師 

   川崎市麻生区万福寺６－７－２ ２階  ☎０４４－２８１－３２７１ 

 

◆ 嘱託歯科医：かさい歯科医院      河西 衞司（かさい えいじ）医師 

 川崎市麻生区下麻生３－１９－２２ ２階  ☎０４４－９８６－０１５３ 

 

 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：万福寺檜山公園  所在地：万福寺２－２２ 

      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 

 

 送迎について 

◆ 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。 

◆ 玄関先が混みあっている場合は、ご迷惑をおかけしますが、ドアから離れてお待ちください。 

◆ お迎え時間が予定よりも遅れる場合は、お早めに連絡帳もしくはお電話にてご連絡ください。 

お迎えの引渡しは、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、変更が 

ある場合は、必ず保護者の方よりご連絡お願いします。 

※ご連絡がなく別の方がお迎えにいらした場合は、保護者の方へ確認が取れるまでは園児の引き 

 渡しはできませんのでご了承ください 

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、名札をしっかりインターホンカメラ（2 階）に見せてください。 

◆ 送迎のための車での敷地内乗り入れ、横づけや近隣での路上駐車等は禁止です。 

自転車の駐輪に関しては送迎時のみ玄関先でとなります。 

駐車場内での乗り降りはご遠慮ください 

  ※降園後は、園前の道路および近隣のビル・駐車場の出入口や、塀の上で遊ぶなどの行為は、交通量も 

   多いため大変危険ですので、すみやかなご帰宅のご協力をお願いします。 



◆ ベビーカーを園に預けることが出来るのは、１歳児クラスの方およ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ますので、必要な方はお申し出ください。 

置き場は駐車場手前になります、ステッカーはみえる位置に貼ってください。 

※スペースに限りがあるため畳んで置いて下さい。 

 

 電子連絡帳について 

◆ 当園では、連絡帳として「キッズダイアリー」を使用しています。 

◆ 毎朝の検温、健康チェック、送迎時間等を連絡帳へ入力お願いします。 

登降園時や、お休み中でのお怪我・体調等に変わったことがありましたら、連絡帳でお子様の

ご様子をお知らせくださいますようお願いします。 

◆ 月極延長や夕補食契約をされている方や、単発延長、夕補食等を利用される方は、夕補食の有無

とお迎え時間を、毎日連絡帳にてお知らせください。 

◆ 欠席・遅刻の場合は、８：００～８：５０の間にキッズダイアリーの連絡帳もしくはお電話で 

園へご連絡お願いします。カレンダー機能でお休み登録も可能となっておりますので、事前に欠

席がわかっている日はキッズダイアリーでのお休み登録もご利用ください。 

◆ 登降園時、玄関先のタブレットにて、登降園の打刻処理をお願いします 

※携帯・スマートフォンをお忘れの場合はお知らせください。 

◆ クラス毎の活動日誌、アルバム、お知らせ、えんだより、献立表、ほけんだより、給食献立写

真等を配信しておりますので、日々ご確認をお願いします。 

◆ 発熱・体調不良・お怪我など緊急でご連絡させていただく際、お電話で連絡が取れなかった場合

は、キッズダイアリーの個別お知らせ等で取り急ぎご連絡させて頂く場合があります。 

 

 園への提出書類について 

◆ 入園時・進級児にご提出いただいている内容（職場・世帯状況・緊急連絡先）などに変更が 

発生した場合は、役所への書類提出が必要になる場合もありますので、変更される場合は 

すみやかに園へお知らせください。 

◆ 緊急連絡先については、発熱・体調不良・ケガ・自然災害等、保護者の方との連絡が必要な場合

に優先順位に沿ってご連絡させていただきます。勤務先名・部署名のご記入と、電話番号につい

ては確実に連絡が取れるものをご記載ください。 

連絡が入りましたらお子様の安静のためにも速やかなお迎えのご協力をお願いします。 

 

 土曜日保育について 

◆土曜日保育は、お仕事の都合により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、前月１０日までにお申込みください。 

 急なご依頼等については、園へご相談ください 

土曜日は合同保育となりますので、申込書でのお時間にて登園お願いします。 

記載内容に変更がある場合は、前日朝までにお知らせください。 

 

 月極延長保育について 

延長保育は、お仕事の都合で 7：30 以降の登園および 18：30 までのお迎えが不可能な 

ご家庭に限り契約をさせていただいております。 

延長契約申込書に必要事項をご記入の上、お申込みください。 

※申込・停止・変更をする場合は、前月 10 日までに用紙をご提出ください。 



    

 補食・夕食について 

◆18：31～19：00 の延長保育を利用される場合は「補食」を、19：01 以降の延長保育を利用 

される場合は「夕食」をお願いします。 

◆月極補食・夕食を契約されている方も、食数確認のため毎日連絡帳でご利用の有無をお知らせく 

ださい。月極・単発ともに、申込およびキャンセルは調理の関係上、15：00 までにはご連絡を 

お願いします。 

15：00 以降にご連絡いただいた場合は、補食での提供となりますので、ご了承ください。 

補食・夕食共に提供時間は 18：30 となります。 

ご連絡がなく 18:30 以降在園の場合は、補食を提供させていただいております。 

月極契約の申込・停止・変更をする場合は、前月 10 日までに用紙をご提出ください。 

 

 呼名について 

本園では英語教育に取り組み、外国人講師の英語のレッスンや、ALT 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。 

 

  服装について 

・自分で脱ぎ着しやすいもの、活動の妨げにならない動きやす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、スパンコール等） 

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。 

・上下が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。 

・下着の着用をお願いします。綿製品が汗を吸いやすいです。 

 

  靴について 

・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、お散歩がありますので避けでください。 

 

 頭髪について 

・肩につく長さになりましたら、（飾りのないシンプルな）ゴムで結いましょう。 

・前髪は目にかからないよう気をつけましょう。 

・ヘアピンはケガにつながることもありますので、避けてください。 

 

 爪切りについて 

ひっかきでケガにつながることもありますので、毎日、お子様の爪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。）  

 

 



 

 持ちもの  

『洋服（靴下・下着）や靴など、持ち物すべてに、わかりやすく名前を記入ください』 

クラス リュック（毎日）持ってくるもの 個人ロッカーに置いておくもの 

ABC ・連絡袋（シール帳） 

・ランチセット袋（コップ・歯ブラシ） 

（C組：手口用ウエットティッシュ） 

・水筒（お茶かお水を入れてきてください） 

※自分で持てるよう紐付の直飲みタイプ 

・着替え袋（洋服上下・下着・靴下） 

※汚れた時に着替えます。使用した際は 

補充をお願いします。 

 

・着替え 2セット（洋服上下・下着・靴下） 

・カラー帽子（週末にお持帰り） 

・汚れた洋服等を入れるビニール袋 

 

★必要な方はご持参ください★ 

・お昼寝用バスタオル２枚（週末にお持ち帰り） 

・おむつ 

 

クラス リュック（毎日）もってくるもの 個人ロッカーに置いておくもの 

DE ・連絡袋 

・ランチセット袋 

（手口用ウェットティッシュ・エプロン） 

（D組：コップの持参時期は別途お知らせ） 

・水筒（お茶かお水を入れてきてください） 

※自分で飲める、持てる、紐無しのもの。 

自分で開閉できるタイプ 

・着替え袋（洋服上下・下着・おむつ１枚） 

（Ｅ組：必要な方はスタイ） 

・補充用おむつ（常時）5枚 

（ロッカー補充用としますので、常時５枚が 

リュックに入っている状態でお願いします）  

・おむつ 5枚（全てに記名してください） 

・おしりふき（記名要、園で保管します。） 

※なくなりましたらご連絡しますので補充ください 

・保管用の着替え 2セット（洋服上下・下着） 

（D組：靴下） 

 ※使用した場合はお持ち帰りとなりますので 

補充をお願いします。 

・カラー帽子（週末にお持ち帰り） 

・お昼寝用バスタオル２枚（週末にお持ち帰り） 

・汚れた洋服等を入れるビニール袋 

 

 

【1，2 歳児で夕食を希望される方】以下を別袋にご用意ください☆ 

・エプロン 

※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 

 

 



学 校 

幼稚園 感染症罹患児の登園（登校）停止期間 

保育園 

 

川崎市医師会として下記の通り統一されています。 

1 

インフルエンザ 

（様疾患） 

*下段早見表 

学校 
発症後 5日を経過し、 

且つ解熱後 2日を経過するまで。 

幼稚園 

保育園 

発症後 5日を経過し、 

且つ解熱後 3日を経過するまで。 

2 百日咳 
特有の「咳」が消失するまで。 

または 5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで。 

3 麻しん 解熱後 3日、咳、発疹が軽快するまで。 

4 風しん 発疹が消退するまで。 

5 水痘・帯状疱疹 全ての発疹が痂皮化するまで。 

6 流行性耳下腺炎 
耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹の発現後 5日を経過し、 

かつ、全身状態が良好になるまで。 

7 
咽頭結膜炎 

（アデノウィルス） 
発熱、咽頭及び結膜の発赤消失後 2日を経過するまで。 

8 流行性結膜炎 眼の充血、異物感が消失するまで。 

9 急性出血性結膜炎 眼の充血、異物感が消失するまで。 

10 溶連菌感染症 
主要症状は消失するまで、または抗菌薬治療を開始して 

24時間経過するまで。 

 

以上の感染症に関しては当園許可証が必要となります。 

長期休暇の後等、登園までに期間があっても必ず受診し証明をしてもらってください。 

登園許可証がない場合の登園は出来ません。 

 

＊インフルエンザ登園停止期間早見表 

 

 
発熱期間 第0日目 1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目 7日目 8日目 9日目

2日間 ● ● ○ ○ ○ ○ 出席可能

3日間 ● ● ● ○ ○ ○ 出席可能

4日間 ● ● ● ● ○ ○ ○ 出席可能

5日間 ● ● ● ● ● ○ ○ ○ 出席可能

6日間 ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ 出席可能

*　一日のうちで、発熱・解熱をともに認めた場合は、発熱期間とします。

乳幼児（保育園・幼稚園など）インフルエンザ発熱期間と出席開始日の目安　　　　　●　発熱　　○解熱


