
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

園のしおり 

社会 福祉法人  竹栄会  

幼保 連携型認 定こども園  

竹城台東保育園 
 



厚生労働省認可   社会福祉法人 竹栄会 

幼保連携型認定こども園 

竹  城  台  東  保  育  園 

（所在地） 堺市南区土佐屋台１４９５番地  

（電 話） ０７２-２３５－３８９８  （ＦＡＸ） ０７２-２３５－１２８８ 

（ＵＲＬ）  H  P（不定期更新） ： https://www.ans.co.jp/n/takeshirodaihigashi/ 

      よいこネット（随時更新）： https://www.yoiko-net.jp/6541/top/    

  

（１）保育理念 

     子ども達１人ひとりを大切にし、人とつながり合う 笑顔いっぱいの 

     保育園を目指す。 

 

（２）保育方針 

     思いやりの気持ちを持ち、生きる力あふれる子どもを育てる。 

 

（３）保育目標 

    １．忍 耐   がまんできる子。 

    ２．慈 愛   仲良く愛し合える子。 

    ３．創 造   いつも新しい考えを持つ子。 

 

（４）保育内容 

    省令で定められた要綱に基づき、指導計画を立案し、基礎となる内容を分類して、 

これを相互に関連させながら、発育に合った生活全般の基本的習慣の自立、広い範囲の人

格形成をするため、幼児の健やかな成長を助成するように努める。 

 

（５）保育時間 

    平常保育   午前９時００分～午後５時００分 

    早朝保育   午前７時３０分～午後９時００分 

    延長保育   午後５時００分～午後６時３０分 

    延長保育事業 午後６時３０分～午後７時００分（有料） 

        延長保育事業・一時預かり・預り保育の保育料等については別に定めます。 

    延長保育は園指定の用紙で申し込んで下さい。 

    園児の年齢及び園児数により、保育士の適切な配置が必要になるため、申し込みは忘れ 

ないようにして下さい。 

      【１号認定の保育時間】 

     午前９時００分～午後２時００分 

      月曜日～金曜日（祝祭日を除く） 

   【２号・３号保育短時間認定保育時間】 

     午前９時００分～午後５時００分 

   【２号・３号保育標準時間認定保育時間】 

     午前７時３０分～午後６時３０分 

https://www.ans.co.jp/n/takeshirodaihigashi/
https://www.yoiko-net.jp/6541/top/


（６）保育についての詳細 

   １．病気その他の理由により欠席の場合は、９時３０分までに理由と欠席の期間を 

     届けて下さい。（欠席状況の把握と給食準備の為） 

   ２．登園・降園の時間が平常と変わる時は、必ず事前に連絡して下さい・ 

     例えば、平常より早いお迎えの場合、お昼寝に入っている場合がありますが、 

     連絡いただいておれば、お帰りの対応が出来ます。 

   ３．降園時、お迎えの方が変わられる時、事前に連絡頂いていない場合、お渡し出 

来ない事が有りますので注意して下さい。 

   ４．退園する時は、その理由と時期を月末または１５日までに、園および堺市南保 

健福祉総合センター（ＴＥＬ０７２-２９０－１７４４）に届けて下さい。 

   ５．保育園の休日は、日曜日、祝祭日、運動会が日曜日である場合の代休、年末年 

     始です。（年末は１２月３０日から年始は１月４日まで休園です。） 

     １号認定は、８月１３日～１５日、３月２６日～３月３１日の間お休みです。 

   ６．お盆および年度末は、合同保育および特別保育として申し込みを取らせて頂き 

     保育を行います。 

 

（７）保育料 

   堺市決定金額を、納期（毎月１０日まで）に必ず収めて下さい・ 

   納入方法は、郵便局からの自動振替です。 

 

（８）給食 

   ナニワフードサービス ナフス株式会社 に業務を委託。 

    （幼児食、離乳食、アレルギー食対応） 

    （間 食）０～２歳児は、午前９時（早朝保育児対象）と午後３時の２回。 

         ３歳児以上は、午後３時の１回。 

（９）通園について 

１．登園されたら必ず保育教諭に託して、送迎表に記入して下さい。 

２．保護者の送迎を原則としますが、やむを得ず知人、園児の兄弟（小学校高学年以上 

・事前に保護者の許可書が必要）に託すときは、連絡して下さい。 

３．さようならの会終了以前のお迎えは、保育中ですので廊下でお待ち下さい。 

お迎えが早くなる場合は事前に連絡して下さい。 

４．夜は早く休ませ、朝は早めに起こし、朝食をゆっくりとり、排便を済ませてから 

登園するよう習慣づけてあげて下さい。 

 

（１０）服装について 

１． ２歳児以上については、園指定の通園カバンを使用して下さい。 

２． 上靴は白を原則としていますが、それ以外でも上靴と明記されていれば使用してい 

   ただいて結構です。 

３． 衣服は一人で着脱できるもので、遊具等にひっかかる危険性のあるものは着用させない

で下さい。（３歳児以上は製作時に、必要な場合は園指定のスモックを着用します） 

４． 靴は一人ではける活動的な物をはかせて下さい。 

 



（１１）保険衛生について 

１．嘱託医よる健康診断は年 2回。歯科検診は年１回行います。 

２．発育測定は毎月１回行います。 

３．朝の用意（顔を洗う・歯を磨く・髪の毛を整える・鼻をかむ・排尿排便をする・爪を切

る）を習慣づけて下さい。 

４．学校保健安全法によって登園を停止していただかなければならない病気があります（下

記参照）罹られた場合は専門医の診断を受け（必ず園まで連絡して下さい）その指示に

従い安静にしていただき再度登園される時は医師に記入していただく意見書を持参し

登園して下さい。 

 

インフルエンザ・百日咳・麻疹（はしか）・流行性耳舌腺炎（おたふくかぜ）・風疹（三日 

ばしか）・水藤（水ぼうそう）・咽頭結膜炎（プール熱）・結核・髄膜炎菌性髄膜炎 

５．登園までにお子さんに肉体的、精神的に変わったことがあれば、その状態を詳しく担当

保育教諭に連絡して下さい。 

６．毎朝必ず検温して下さい。 

    また、お子さんの体調が悪いときは無理をさせずお家でゆっくりさせてあげて下さい。 

７．日本スポーツ振興センターの保険に加入しますので、保険料の半額を保護者の皆様に負

担いただきます。 

 

（１２）園と家庭の連絡について 

１．１日でも早く園の生活に慣れ、楽しく過ごしてくれるように、常に園と家庭との連絡を密

にしていきましょう。 

    ①個人だより（０～２歳児）毎日必ず目を通し、園生活の様子を担当保育士が書き込みま

すので家庭での様子を書き込んでください。 

    ②連絡ノート（３，４歳児）園で起こった特記事項を記入させていただきます。お家での

様子もお教え下さい。３～５歳児は、掲示板にクラスの様子を毎日張り出しますので目

を通していただき、その日の出来事など会話を弾ませて下さい。 

    ③カバンの中は毎日点検し手紙類の確認をお願いします。 

    ④掲示板（お知らせや用意していただく物等）の確認もお願いします。 

    ⑤モバイルメールの確認をお願いします。 

２．園では年齢また個人の発育にあった保育をしていきますが、園で身に着けた良い習慣は

家庭の中でも助長促進してあげて下さい。 

３．保育時間中は、保育が中断されますので担当保育者を電話口に呼ぶことができません、

電話に出た人にお伝えください。急を要することについては、その限りではありません、

「急用です」とお伝え下さい。 

 

（１３）入園資格 

堺市で定められた入所できる基準を満たす方。 

 

 

 

 



  品名     金額 購入品に○を入れる 

  体操服（トレシャツ）   1,600円 100（S） 110（M） 120（L） 130（LL） 

   （ショートパンツ）   1,580円 100（S） 110（M） 120（L） 130（LL） 

  通園カバン     2,580円   

  スモック  1,410円   100       110      120 

  カラー帽子   990円   

  道具箱 430円   自由画帳 230円   

  はさみ          （右きき用） 480円   ねんど 360円   

    （左利き用）  480円   ねんどケース 260円   

  のり 200円   ねんど板 490円   

  トップマーカー 570円   カスタネット 260円   

  パステル 650円   クーピー 800円   

  おたよりファイル 350円   出席ブック 290円   

  れんらくちょう 150円   出席シール 280円   

  なわとび     450円 （４・５歳児） 

 

（１４）諸費用について 

〈毎月徴収金〉 

１. 給食費（３,４,５歳児クラス） ￥６，０００ 

                  主食代￥１，５００ ＋ 副食代￥４，５００ 

      （ 一 号 認 定 ） ￥３，５００ 

２. 絵本代（全クラス）クラスのよって絵本が違いますので、金額に差がございます。 

３６０円～４５０円 

   ３.  教育費  

３・４歳児 ￥１，０００ 、 ５歳児 ￥１，５００ 

４． その他雑費 

アルバム代（５歳児）    ￥６００ 

 

（１５）用品について 

《入園児に購入していただく用品》 

体操服（トレシャツ）・（ショートパンツ） （全園児）0～2歳児は運動会前に購入 

カラー帽子・おたよりＦＩＬＥ （全園児） 

通園カバン・お道具類（２歳児以上） 

（道具箱、ハサミ、のり、トップマーカー、パステル、自由画帳、 

粘土、粘土ケース、粘土板、カスタネット） 

スモック（３歳以上） 

なわとび（４・５歳児）   れんらくちょう （１,２歳児用 / ３,４歳児用） 

《毎年新年度に購入していただく用品》 

出席ブック 出席シール （全園児） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

行  事  予  定 

４月 入園・進級式 新入園児は保護者の皆さんと一緒に、進級児とともに大きくなったこ

とを喜び式に参加する。 

５月 個人懇談 クラス担当保育教諭が-保育終了後、保護者との懇談を行う。 

歯科検診 クラス別に検診。 

６月 健康診断 午後からクラス別に嘱託医が検診。 

じゃがいも掘り 理事長が運転するマイクロバスで３～５歳児でジャガ芋を掘り、０～

２歳児は収穫を喜び全園児お土産として持ち帰る。 

プラネタリウム見学 ５歳児が電車に乗ってソフィア堺まで出かける。 

プール開き 

 

暑いときはプール・水遊びが最高。年齢に合わせて、ルールを守り楽し

む。 

７月 保育参観 ９時３０分から給食終了迄クラス別に参観。 

七夕会 星の話を聞いたり催しを見たり七夕の行事や宇宙への関心をもつ。 

お泊まり保育 ５歳児が園庭で飯盒炊爨、キャンプファイヤーを囲んでゲーム遊び、

花火をして、一晩のお泊まりをする。 

消防訓練  消防士さんに、避難訓練をみてもらったあと消防に関するビデオ鑑

賞。５歳児は消防自動車を見学し質問等に答えていただく。 

ブドウがり ３～５歳児がブドウ畑を見学し収穫。０～２歳児は収穫を喜び全園児

お土産として持ち帰る。 

８月 プール閉い 楽しかった水遊びはおしまい、夏の疲れを取ります。 

夕涼み会  保育園の夏のお祭り 

ポップコーンや綿菓子、様々なゲームを楽しみます。 

９月 お月見会 お月様の話を聞いたり催しを見たり 、お月見の行事や宇宙に興味を

もち、おやつには月見だんごを食べる。 

運動会  日頃の運動体験のまとめとして、また友達と力を合わせ練習した演

技、成長した姿を見てもらい、一緒に競技も楽しんでもらう。 

さつま芋掘り 理事長が運転するマイクロバスで３～５歳児でさつま芋を掘り、０～

２歳児は収穫を喜び全園児お土産として持ち帰る。 

移動動物園 ふれあいの里動物村からたくさんの動物が来園。ふれあいを楽しんだ

り、ポニーに乗ったり楽しい時間を過ごす。 

１０月 交通安全教室 府警本部から、おまわりさんに来てもらい、交通安全の指導、歩行訓

練をする。 

やき芋パーティー 収穫したさつま芋を、園長手造りの石焼マシーンで焼き、みんなで食

べる。 

遠  足  ３歳～５歳児が、バスに乗り遠足にでかけます。 

 

 



 

１１月 七五三詣り ３～５歳児が多治速比売神社。０～２歳児は手作りたんぽぽ神社でお

詣りをする。 

絵画造形展  テーマを決め各クラスで分担製作した作品を展示。 

個人懇談  保育終了後、各保育室において、個別に懇談。 

１２月 おもちつき会 園庭に石臼を設置、３歳児が棒を使い４・５歳児は杵を使っておもち

をつき、みんなできな粉もちを食べる。（４・５歳は自分で丸める） 

健康診断 嘱託医による二回目の健康診断。 

クリスマス会 ５歳児がキャンドルを持ち各テーブルに配った後、サンタクロースカ

ミング、保育教諭によるベルの演奏、プレゼントをもらい、調理の腕

によりをかけたご馳走をみんなで食べる。 

２９日 保育終了 

１月 ５日 保育開始 

２月 節    分 ４.５歳児が鬼に扮し０～３歳児の保育室に、午後からは保育教         

諭が鬼に扮し４,５歳児が豆まき。鬼をやつける子ども、逃げる子ど

も、泣き出す子ども、みんな一生懸命豆まきに取り組み、後は福の神

が現れて、カードをもらう。 

生活発表会 ０～５歳児まで、みんな一生懸命日頃の成果を、お父さん、お母さん、

お家の人達に見てもらう。 

お別れ遠足 ５歳児が卒園前に、バスに乗って錦織公園まで遠足。 

３月  おひなまつり会 おひなさまを飾り、甘酒のかわりのカルピスを飲んでお祝いをする。 

 

お別れ会 お別れする５歳児を囲み最後の思い出作り、プレゼント交換や催しを

楽しみ会食をする。 

消防訓練  自主訓練を行う。 

卒園式 ５歳児が晴れやかに卒園を迎える。 

 

修了式 修了証書をひとりずつもらい、大きくなったことを喜び合う。 

 

尚、以上の行事の他、毎月 発育測定 お誕生日会 避難訓練 

 職員会議等を行い、また月に２回、３．４．５歳は体操教室、年間で１１回程度 英語教室がある。 

＜園庭解放実施＞ 

    毎月１回開催予定 

＜地域活動事業＞ 予定 

  ８月 夕涼み会・９月 移動動物園・１０月 焼いもパーティー・１２月 お餅つき会 

＜子育てサロン＞ 

 月１回、竹城台東小学校区民生委員主催の子育てサロン「モンキーくらぶ」に保育教諭参加。  

 

 

 



 

 

 

 

   

 


