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 ひかり保育園 重要事項説明書  

（１）運営主体（事業者の概要）  

事業者の名称  社会福祉法人光福祉会  

事業者の所在地  千葉県旭市飯岡２１１５番地２  

事業者の連絡先  ０４７９－５７－２８８４  

代表者氏名  理事長  八田  宗玄  

ホームページ  https://asahihikari.xsrv.jp/  

（２）ひかり保育園の沿革  

昭和２５． ４． １  私立ひかり保育園  ６０名認可定員として発足  

木造園舎（元診療所を改築）で保育を始める  

〃 ２５． ７．１２  私立ひかり保育園 設立 認可される  

〃 ５４． ３．３１  社会福祉法人光福祉会ひかり保育園  設立  

木造園舎よりコンクリート２階建てに改築  

〃 ５５． ４． １  認可定員６０名より８０名に増員  

〃 ６３． ４． １  認可定員８０名より９０名に増員  

平成 ５．１２．２３  優良保育所として天皇陛下より御下賜金をうける  

平成２９． ５．２６  ユースエール認定をうける  

令和 ２． １．２３  千葉県男女共同参画推進事業所表彰  奨励賞をうける  

開園当初より長時間保育・産休明け保育・障害児保育に取り組む  

（３）施設・主な設備の概要  

敷地  

敷地全体  １５６１．２４  ㎡  

園庭  ９００  ㎡  

園舎  

構造  鉄筋コンクリート製  

延べ  ５１６．３７５  ㎡  

設備  部屋数  面積  備考  

乳児・ほふく室  １  室  ４４．５８  ㎡  エアコン完備  

保育室  ５  室  １５９．３  ㎡  エアコン完備  

遊戯室  １  室  ９７．２   ㎡  エアコン完備  

調理室  １  室  ４１．０４  ㎡  エアコン完備  

事務室・医務室  １  室  ４４．６４  ㎡  エアコン完備  



 

（４）施設の概要  

種別  認可保育園  

名称  ひかり保育園  

所在地  千葉県旭市飯岡２１１５番地２  

連絡先  

（電話番号）  ０４７９－５７－２８８４  

（ＦＡＸ番号）０４７９－５７－２０２０  

施設長氏名  園長  八田  泰  

開設年月日  １９５０年（昭和２５年）４月  

令和３年度

利用定員  

（２号）  

（３号）  

０歳児  １歳児  ２歳児  ３歳児  ４歳児  ５歳児  合計  

５人  １０人  ７人  ５人  １４人  １９人  ６０人  

当園の保育目標・方針  

保育目標  

『生き生きとした子どもをめざして』  

①  丈夫で体力のある子ども  

②  元気よく友達と遊べる子ども  

③  自分のことは自分で出来る子ども（年齢に応じて）  

④  仲間のなかで自分の要求をはっきり主張し、みんなで力を  

合わせることが出来る子ども  

⑤  感動し、驚き、疑問を持ち、考え表現出来る子ども  

⑥  「ありがとう」が自然に言える子ども  

 

 

（５）第三者評価の受審・自己評価・職員研修の実施状況  

項目  受審・実施状況  実施結果  

第三者評価受審状況  未受審   

自己評価の実施状況  毎年度実施  良好  

職員研修の実施状況  毎年度実施  

良好。  

ホームページ記載  

旭市の監査状況  隔年で実施  指摘事項なし  

千葉県の監査状況  毎年実施  指摘事項対応済み  

 



 

（６）職員体制（令和３年 4 月１日 現在）  

職種  員数  常勤  非常勤  備考  

園長  １  人  １  人   人  社会福祉主事（資格）  

主任保育士  １  人  １  人   人  保育士（資格）  

保育士  ９  人  ７  人  ２  人  保育士（資格）  

管理栄養士  １  人  １  人   人  管理栄養士（資格）  

栄養士  ２  人  ２  人  人  栄養士（資格）  

事務・用務員  ２  人  １  人  １  人  内男性１名  

保育補助  １  人  人  １  人   

     

 

（７）利用定員ごとの提供する日及び時間並びに提供を行わない日  

【２号・３号認定子ども（保育認定）】  

提供する曜日  月曜日から土曜日まで  

保育時間  

保育標準時間   ７時３０分～１８時３０分（ 11 時間）  

保育短時間     ８時００分～１６時００分（ 8 時間）  

延長保育  

保育標準時間  

朝：なし  

夕：１８時３０分～１９時００分  

保育短時間  

朝：  ７時３０分～  ８時００分  

夕：１６時００分～１９時００分  

開園時間  

月～金曜日     ７時３０分～１９時００分  

土曜日   ８時００分～１７時００分 (延長は要相談 ) 

休業日  

日曜日・祝日、臨時（荒天・研修等）  

年末年始（１２月２９日～１月３日）  

お願い  

１７時以降及び土曜も保育を希望される方は事前に相談・お知  

らせ下さい。詳しい時間等については相談時にお聞きします。  

事前連絡がない場合は、承れない場合があります。  

 

 

 



 

（８）利用料等  

利用者負担  

（月額保育料）  

利用子どもが居住する市町村が定める利用者負担（保育料）  

旭市が徴収。３歳未満児（たんぽぽ・すみれ・つぼみ組）が対象  

実費徴収  

布団乾燥  毎月  ￥350 

保護者会費  毎月  ￥300 

副食費（３歳以上児）  毎月  ￥4500 

教材費（ばら・ゆり組のみ）  毎月  ￥400 程度  

園児服（長袖・半袖）、帽子  随時  ¥3000～4000 程度  

体操服（上下）  随時  ¥1600 程度  

その他  その都度お知らせいたします。  

実費徴収に関しては、現金でのお支払いになります。集金袋を配布しますので、期限までに

事務室（平日８～１７時）にお願いいたします。  

 

（９）提供する特定教育・保育の内容  

延長保育・障害児保育・一時保育  

 

年齢  保育計画  

産休明け～０歳児  発達に応じ、一人ひとりに合った安全な「生活」「遊び」  

１歳児  依存から自我の芽生えが始まり、安心して楽しめる「生活」「遊び」  

２歳児  発達に応じ基本的生活習慣を身につける「生活、遊び、言葉」  

３歳児  豊かな活動を通して集団共感体験を育てる「生活、遊び、人間関係」  

４歳児  自然事象や身近な社会への関心を深める「生活、遊び、健康、人間関係、

環境、言葉、表現」友だちとの関わりを尊重し、安心して自己発揮して

いこうとする。  

５歳児  健康な心身であり、自分たちで考え、友だちと協力してさまざまな  

アイデアを出し、意欲的に取り組み地域や園の行事に喜んで参加する。  

他人への思いやりを持ち、自分の思いや考えを言葉で上手く表現し、  

自然環境等への感動を表現することで感性が豊かになり、それにより  

また自己成長する。  

小学校への期待を抱き、年長児としての自信を持って行動する。基本的、

社会的生活習慣、言葉、文字、数字を認識する。  



 

（１０）１日の保育の流れ  

 

 

（１１）年間行事予定  

月  行事内容  

４  進級式・入園式・対面式・第一回健康診断  

５  こども会・保育参観・保護者総会  

６  歯科検診・交通安全教室  

７  七夕まつり・納涼会役員会・納涼会  

８  プール開き・プール納め  

９  防災の日（飯岡小への避難訓練）・運動会役員会  

１０  運動会・第二回健康診断・交通安全教室  

１１  遊戯会予行演習  

１２  遊戯会・クリスマス会  

１  視力検査・交通安全教室・はみがき教室  

２  節分会・総合避難訓練・卒園遠足（年長組のみ）  

３  ひな祭り・お別れ会・保護者会総会・卒園式  

 
＊ そ の 他 、 毎 月 身 体 測 定 、 誕 生 日 会 、 食 育 指 導 、  
 火 災 ・ 地 震 避 難 訓 練 を 行 っ て い ま す 。  

 



 

（１２）給食の内容  

昼食・おやつ・補食  野菜、肉、魚、豆類、乳製品、海藻等を毎日違う献立でバランス良く

提供しています。「給食予定献立表」を栄養士や保育士、その他職員等

で月齢・年齢・時季等を考慮しながら、会議で評判の良かった献立や、

料理関係書等を参考にして立案作成しています。  

内容は、産休明けからはミルク→離乳食→普通食。  

全員、完全給食（ご飯、副食、おやつ）です。  

地産地消で冷凍食品や化学調味料を使用せず、昆布やかつお節の  

「だし」を使い、薄味で脂質を抑え、旬の物を取り入れたおいしい  

手作り給食を心がけています。地域でもトップクラスの少ない塩分量

ですが、おいしい給食になるよう日々努めています。  

楽しい雰囲気の中で食事をし、偏食を減らすと共に食事マナーも  

身につくように指導しています。  

なお、食事後は年齢に応じた「うがい」「歯磨き」  

を行い、良い生活習慣が身につくようにしています。   

月末に来月の献立表をお配りします。  

アレルギー等への  

対応  

アレルギー等の為、食べられない食材がありましたら、事前に御連絡

ください。御相談の上、除去するなどの対応をとります。  

（例）卵・牛乳・そばなど  

なるべく他の子と同じ物を提供する為及び、混入防止  

の為、マヨネーズ・カレールー・ソーセージ等はアレルゲン対応の  

食材を全てに使用しています。  

お皿にネームプレートをつけ、色つきのラップをかけ、園長が確認後

給食担当職員が園児まで持って行き、保育士と共に確認し、職員が横

に付き添い誤食がないようにしています。  

衛生管理等  集団給食施設届出を銚子保健所へ届出済みです。  

（平成２０年４月１日変更届出済み）  

上水道を使用しています。毎日塩素濃度検査を行っています。  

全職員は毎月検便検査を行っています。  

 

 



 

（１３）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  

【２号・３号認定子ども（保育認定）】  

利用者の決定  市が行う利用調整による  

退園理由  

・２号・３号認定子どもに該当しなくなったとき（卒園を含む。）  

・保護者から退園の申出があったとき  

・利用継続が不可能であると市が認めたとき  

・その他、利用継続の重大な支障又は困難が生じたとき  

利用に当たって  

の留意事項  

・保護者会については、別紙「保護者会会則」をご覧下さい。  

・保護者総会・各種イベントへの参加をお願い致します。各種イベント等  

の役員としての御協力もお願い致します。  

・土曜日及び１７時以降の保育をご希望の方は、事前にご相談ください。

勤務表を提出して頂く場合があります。  

・他の利用者への迷惑行為・保育園からのお願い等、注意・指導をしても

改善がない場合、退園していただく場合があります。  

 

（１４）荒天時の対応（自宅待機・開園）  

☆暴風・大雨・  

洪水の警報が  

発令された場合  

 

当園は開園いたします。保育園を「休む・休まない」は保護者判断と  

します。  

ただし、暴風・大雨・洪水警報が発令されていますので、外に出ることは

大変危険が伴います。保護者が判断し、十分注意しながら登園してくださ

い。最新の情報を常に入手し、天候に回復の見込みが無い場合は、自主的

な自宅待機をおすすめします。  

☆「高齢者等避

難」が発令された

場合  

 

 

 

 

 

 

「高齢者等避難、避難指示、緊急安全確保」の内一つでも発令された場合

は、「自宅待機」とします。対象地域は「飯岡地区」です。園児の受け入

れは行いません。防災無線や市のホームページ等で確認してください。  

 

「高齢者等避難」が発令された場合は、以下の行動をとってください。  

避難に時間を要する人（ご高齢の方、障害のある方、乳幼児等とその支援

者）は避難を完了しましょう。その他の人は、いつでも避難できるよう、

非常用持ち出し品の用意と、家族や近所の人との連絡方法を確認し、準備

をしましょう。  



 

☆「避難指示、緊

急安全確保」が発

令された場合  

 

 

「避難指示」が発令された場合は以下の行動をとってください。  

速やかに安全な場所へ避難を完了しましょう。公的な避難場所までの移動

が危険と思われる場合は、近くの安全な場所や自宅内のより安全な場所に

避難しましょう。  

 

「緊急安全確保」が発令された場合は、すでに災害が発生している状況で

す。命を守るための最善の行動をとりましょう。  

☆大雪・暴風雪  

警報が発令され

た場合  

 

人命最優先の考えにより、「自宅待機」とします。この地域は雪が全く   

降らず、積雪するのは数年に１度です。除雪車等がなく、外に出ることは

大変な危険が伴う為です。注意報時は開園しますが、外に出ることは  

大変危険が伴います。保護者が判断し、十分注意しながら登園してくだ  

さい。最新の情報を常に入手し、天候に回復の見込みが無い場合は、自主

的な自宅待機をおすすめします。  

☆「自宅待機と  

なる警報等」が  

解除された場合  

 

「自宅待機となる警報等」解除後、安全確認等をするため以下の様に  

開園します。原則解除後約２時間後に開園します。  

理由  警報等の解除情報はオンタイムではなく、遅れて発表されることが

多い事。職員が出勤する為の時間、被害状況把握時間が必要な為。  

午前 6 時 30 分までに解除→通常通り開園。給食有り  

午前 6 時 30 分以降に解除→原則約２時間後開園。給食無し。弁当持参  

午後 1 時 00 分以降に解除→終日自宅待機  

登・降園時は保護者が責任を持って、安全に十分注意してください。  

開園時間は施設等の安全点検後の状況を考慮し、園長が判断します。  

開園時間が延長となることや、終日自宅待機となる可能性があります。  

☆保育中に  

「自宅待機とな

る警報等」が  

発令された場合  

当園より、お迎えの連絡を行います。すみやかにお迎えをお願いします。 

（ 2 時間以内のお迎えにご協力をお願いします）  

最新の情報を常に入手し、天候に回復の見込みが無い場合は、自主的な  

自宅待機をおすすめします。  

（注）朝の時点で今後悪天候が予想される場合は、自宅待機をお願いする場合があります。  

また、保育園施設が災害等により被害を受けた場合やライフライン（電気・水道・ガス）が  

止まった場合、休園となることがあります。ご了承ください。 



 

（１５）地震時の対応  

☆保育中に震度

５弱以上の地震

が発生した場合  

園児を安全な場所に避難誘導します。保育園および周辺の被害状況などを

見届け、安全確認の上で保護者に引き渡しますので、できる限りすみやか

に、迎えに来てください。  

災害用伝言ダイヤル   １７１－２－０４７９－５７－２８８４  

☆開園時間以外

に震度５弱以上

の地震が発生し

た場合  

保育園及び周辺の被害状況を考慮し、判断いたします。電話・ホーム  

ページで確認をお願いします。余震もあると思いますので、十分注意して

ください。  

☆震度４以下の

地震が発生した

場合  

通常通りとなります。ただし、保育園及び周辺に  

被害があった場合は休園になる場合があります。  

ご了承ください。  

 

（１６）嘱託医  

医療機関の名称  塚本クリニック  

医院長名  塚本  達人  

所在地  千葉県旭市飯岡萩園１９０２－３  

電話番号  ０４７９－５７－１１５１  

 

（１７）嘱託歯科医  

医療機関の名称  増田歯科医院  

医院長名  増田  和人  

所在地  千葉県旭市飯岡１９８０  

電話番号  ０４７９－５７－３２２４  

 

（１８）健康診断  

【健康・歯科診断】  

全園児  ４・１０月に健康診断。６月に歯科検診を嘱託医が検診を  

します。検診結果については、児童票（日々の成長記録）及び

連絡帳に記載します。  



 

【身体測定】  

全園児  毎月月初めに身長・体重の測定を行います。結果については、

児童票（日々の成長記録）及び連絡帳に記載します。  

 

（１９）緊急時における対応方法  

お預かりしている園児に病状急変等の緊急事態が発生した場合には、保護者の緊急  

連絡先へ連絡を行い、嘱託医を受診します。又は指定する医療機関及び緊急連絡先等へ

速やかに連絡を行います。  

 

【管轄する消防署】  

消防署名  旭市消防本部  

所在地  千葉県旭市イ 2953-1 

電話番号  0479-63-0119 

 

【管轄する警察署】  

警察署名  旭警察署  

所在地  千葉県旭市二 1-1 

電話番号  0479-64-0110 

 

（２０）非常災害対策  

防火管理者  八田  泰  

消防計画届出年月日  令和３年４月２１日  

避難訓練  毎月実施  

防災設備  

・自動火災報知機・誘導灯・ガス漏れ報知機・消火器  

・非常警報装置  （防災ずきんは園で常備）  

・その他、カーテン、敷物、建具等の防炎処理  
 

避難場所  第一避難場所  園庭、第二避難場所  飯岡小学校  

緊急時の連絡手段  電話、災害用伝言ダイヤル  

 

 



 

（２１）相談・要望・苦情窓口  

相談・苦情受付担当者  向後  和枝   （主任保育士）  ０４７９－５７－２８８４  

相談・苦情解決責任者  八田  泰    （園長）  ０４７９－５７－２８８４  

第三者委員  

岩谷  米子  

 

 

高木  眞理子  

 

 

【要望・苦情等への対応方法】  

苦情は面接、電話、書面等により苦情受付担当者が随時受付します。また、第三者  

委員に直接苦情を申し出ることが出来きます。  

（２２）顧問弁護士  

弁護士事務所名  弁護士法人リーガルプラス  成田法律事務所  

所在地  千葉県成田市花崎町 800-6 丸喜ビル５F 

電話番号  0476-20-3031 

URL http://www.kashima-bengoshi.com 

（２３）虐待防止  

当園では、子どもの人権の擁護及び虐待の防止を図るため、責任者の設置その他必要な体制

の整備を行うとともに、職員に対する研修の実施その他必要な措置を講じるものとします。  

（２４）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  賠償責任保険  

保険の内容  身体の障害、財物の損壊  

保険金額  最大１億円  

※個人情報等は、保険が必要になり保険会社より個人情報等の提供を求められた場合

にのみ、法令に従い、業務の適切な運営確保その他必要と認められる範囲に限定して

提供いたします。  

（２５）個人情報の取り扱い  

当園が保有する個人情報の適正な取扱いの確保に関し、「個人情報保護規定」を  

規定し、事業の適正かつ円滑な運営を図り、個人の権利利益を保護するとともに、  

職員がその職務内容に応じた個人情報保護を遵守します。  



 

（２６）その他保護者の方へお願い・守っていただきたいこと  

・園便り、給食予定献立表は目に付きやすい所に貼り、朝・夕食は園の献立と  

なるべく重ならないよう気をつけて、豊かな食品群を摂るようにしましょう。 

・園児は８時～８時４５分までに登園し、必ず各担任に連絡事項を言って預けて  

下さい。また、欠席･遅刻は必ず電話連絡し、病気の時は症状等も伝えてください。

お家で見る場合は、『家庭保育』と伝えてください。早退は朝、担任に伝えるか、 

保育園に電話連絡をしてから迎えに来て下さい。  

ひかり保育園  電話番号   「 0479-57-2884」  

・各クラスで「臨時のお願い」・「お知らせ」をすることがありますので、必ず  

クラスの戸口まで園児の送り迎えをお願いします。（園児服は日中も着用します） 

・朝はなるべく家族揃って余裕を持って朝食を摂り、園児は排便、排尿をすませて  

から気持ち良く登園しましょう。便のでない時は担任に伝えて下さい。  

・住所、電話番号、勤め先が変わった時は、すぐに担任に知らせて下さい。  

・投薬は医療行為に当たるため原則として行いません。ただし、医師の処方を受けた

薬に限り、医師の指示に基づき行うことができます。必要がある場合は個別に  

投薬依頼書を提出していただきます。 

・登園前に毎朝必ず体温や健康状態等の確認を行ってください。  

・流行性の病気をした時は、医師の登園許可証又は証明書を貰ってから  

登園して下さい。用紙は「ばら組」にあります。  

必ず医師の診察を受けて下さい。  

・保護者会については、別紙「保護者会会則」をご覧下さい。  

・保護者総会・各種イベントへの参加をお願い致します。各種イベント等の役員  

としての御協力もお願い致します。  

・土曜日及び１７時以降の保育をご希望の方は、事前にご相談ください。事前に  

ご相談がない場合、承れない事があります。勤務表を提出して頂く場合があります。 

・他の利用者への迷惑行為・保育園からのお願い等、注意・指導をしても改善が  

ない場合、退園していただく場合があります。  

・当園の敷地内はすべて禁煙です。  

・利用者の思想・信仰は自由ですが、他の利用者に対する宗教活動・政治活動及び  

営利活動はご遠慮ください。  

 



 

・園への希望・要望等ありましたら、担任又は園長にお気軽にお伝え下さい。  

・当園では乳幼児突然死症候群（ SIDS）対策として、１歳になるまで睡眠時の  

赤ちゃんの状態を１５分間隔で確認しています。赤ちゃんが寝ているそばに職員が

付き、呼吸・頭位・寝具を確認しています。 

・AED（小児・成人兼用）を常備し、全職員研修を受け  

非常時に備えています。  

 

登園許可証を必要とする感染症  （医師記入）  

病  名  潜伏期間  登園のめやす  

インフルエンザ  

（新型は除く）  

1～4 日  

平均 2 日  
発症後５日が経過し、かつ解熱後３日を経過してから  

麻しん  

（はしか）  

8～12 日  

（7～18

日）  

解熱後３日を経過してから  

風しん  

（三日はしか）  
16～18 日  発しんが消失してから  

水痘  

（水ぼうそう）  
14～16 日  すべての水疱（すいほう）が痂皮化（乾燥）してから  

流行性耳下腺炎  

（おたふく  

かぜ）  

16～18 日  耳下腺の腫脹（腫れて）から５日が経過してから  

結   核  2 年以内  感染の恐れがなくなってから  

咽頭結膜熱  

（プール熱）  
2～14 日  解熱後２日を経過してから  

流行性角結膜炎  

（はやり目）  
2～14 日  結膜炎の症状が消失してから  

百日咳  7～10 日  
特有の咳が消失するまで、または５日間の適正な抗菌薬治療が

終了してから  



 

腸管出血性  

大腸菌感染症

（O157、O26

等）  

3～4 日  

（1～8 日） 

下痢が治まり、抗菌薬治療終了後、検便を４８時間あけて２回

行い、連続して菌陰性を確認し、感染の恐れがなくなってから  

急性出血性  

結膜炎  
1～3 日  

 

感染の恐れがなくなってから         

 

髄膜炎菌性  

髄膜炎  
2～4 日  感染の恐れがなくなってから  

  

 以下の病気にかかった時には保育園に必ず連絡をお願いします。  

保護者の届け出を必要とする感染症   

病  名  潜伏期間  登園のめやす  

溶連菌感染症  2～5 日  適正な抗菌薬服用後２４時間を経過してから  

マイコプラズマ

肺炎  
2～3 週間  激しい咳が治まってから  

感染性胃腸炎  

（ノロ .ロタ . 

アデノウイルス

等）  

ロタ  

1～3 日  

ノロ 12～

24 時間  

嘔吐・下痢が治まり、普段の食事がとれるようになってから  

手足口病  3～6 日  普段の食事がとれるようになってから  

ヘルパンギーナ  3～6 日  普段の食事がとれるようになってから  

伝染性紅斑  

（りんご病）  
16～18 日  全身状態が良好  

帯状疱疹  不定  すべての水疱（すいほう）が痂皮化（乾燥）してから  

突発性発しん  約 10 日  解熱してから  
 

 



 

 

 

 

（２７）用意が必要な物  （持ち物全てに名前を書いてください）  

組・年齢  持ち物  

 

つぼみ組 (０歳児 ) 

あか帽子  

 

保育園でお預かり

します  

 

帽子（園指定）、連絡ノート（園指定）、通園バック（指定なし） 

名札（園指定）、ベコちゃんワッペン、紙パンツ、お尻ふき  ３つ、

スーパー袋（使用済み紙パンツ持ち帰り用）、布団一式  

（敷き布団、掛け布団・毛布・タオルケット）季節に応じて選択、 

ガーゼハンカチ  ５枚、よだれかけ（必要に応じて）  

着替え（上下別のもの・上下３枚ずつ、肌着３～４着）  

給食袋（コップ・エプロン・おしぼり〔おしぼり入れにいれて〕） 

スプーン２本（保育士が食べさせる用、園児が使う用）  

プラスティックの哺乳びん２本（必要に応じて）  

歯ブラシ（必要に応じて）  

 

 

すみれ組 (１歳児 ) 

だいだい帽子  

 

 

帽子・園児服（園指定）、名札（園指定）、連絡ノート（園指定） 

ベコちゃんワッペン、通園バック（指定なし）、紙パンツ、  

お尻ふき３つ、スーパー袋（０歳児に同じ）、布団一式  

（敷き布団・掛け布団・毛布・タオルケット）季節に応じて選択  

給食袋（コップ・ランチクロス・エプロン・はし箱〔スプーン  

フォーク〕）、ハンカチ、ティッシュ  

着替え（上下・シャツ２～３着）   

たんぽぽ組 (２歳児 ) 

きいろ帽子  

歯磨き粉、以下すみれ組の持ち物と同様  

 

 

もも組 (３歳児 ) 

ぴんく帽子  

 

帽子・園児服（園指定）、名札（園指定）、ハンカチ、ティッシュ  

ベコちゃんワッペン、通園バック（指定なし）、  

布団一式（敷き布団、掛け布団・毛布・タオルケット）季節に  

応じて選択、歯ブラシ、歯磨き粉、給食袋 (コップ･ランチクロス  

・フォーク・スプーン・箸）  

ゆり組 (４歳児 ) 

あお帽子  

筆箱（鉛筆５本・消しゴム１個）、以下もも組の持ち物と同様  

ばら組 (５歳児 ) 

きみどり帽子  

国語ノート、算数ノート、筆箱（鉛筆５本・消しゴム１個）  

以下もも組の持ち物と同様  

 

 



 

 

（２８）園内図  

 



 

 

（２９）出会い保育の日程について  

月 日  保育時間  備考  

１日目  登園～１０：００まで   

２日目  登園～１０：００まで   

３日目  登園～１０：３０まで   

４日目  登園～１１：００まで   

５日目  登園～１１：００まで   

６日目  登園～１２：００まで  給食開始  

７日目  以降平常保育   

※上記日程は目安です。お子さんの状態により日程が変更になることがあります。 

※健康診断を受診した次の日から、平常保育となります。健康診断をお休みした場合

は個別で受診していただきます。日程が変更になる場合は連絡いたします。  

 

 

 

社会福祉法人 

光福祉会  

ひかり保育園 
 

 

 

ホームページへの QR コード  

郵便番号 ２８９－２７０５  

千葉県旭市飯岡２１１５－２  

℡ ０４７９－５７－２８８４  

社会福祉法人 光福祉会 ひかり保育園 

https://asahihikari.xsrv.jp/ 


