
    

 4月・ますしまっこ                    
                令和４・４・６  増島保育園 

 

ご入園・ご進級おめでとうございます。 

令和 4年度増島保育園は年少 37名、年中 45名、年長 46名、未満 32名でスタートします！

（途中入園予定児 9名）新しい年度の始まりに期待を膨らませ、わくわくしながら職員 39名

『素直でたくましく心豊かな子に』を目標に、『いっぱい遊んで、いっぱい笑って、みんなが

笑顔でいられる保育園』を目指します。 

ご家庭の皆様のお子さんへの思いや願いを共有し、一人一人の育ちに寄り添い、その子らし

さを大切に保育をいたします。どうぞ令和 4年度もよろしくお願いいたします。 

 

 

4月より増島保育園は少し変わりました。1つ目は保育定員数の変更をしました。全国的に

少子化が進み、飛騨市でもその傾向は顕著に表れており、今年度は増島保育園でも年少入園児

数が初めて 40人を下回りました。半面、未満児保育では毎年定員を超える申請をいただき、

入園を希望していただいた皆様の希望に添うことが出来ませんでした。そこで、0歳児の定員

数を倍の 12人、1歳児を 6名増の 18名と変更しました。まだまだ十分とは言えませんが、地

域の皆様のニーズにお応えできるようこれからも努力をしてまいります。2つ目は未満児のク

ラス名・保育室の場所が変わりました！クラス名については「ひよこ 2歳、1歳、0歳という

クラス名が実年齢と違うので、戸惑う。」とのご意見もあり、職員で意見を出し合い、決定し

ました。新しいクラス名は…2歳児『にじ』組、1歳児『つき』組、0歳児『ほし』組です！！

慣れるまでは『ひよこさん』と言ってしまいそうですが、キラキラ輝き、優しく照らし、夢の

橋を架けるというイメージが浮かぶ素敵なクラス名に親しんでいきたいです。保育室も定員変

更に伴い、前 2歳児室→1歳児室、前 1歳児室→0歳児、前もも組→2歳児、前めろん組→もも

組、前ばなな組→めろん組に移動しました。皆さん宜しくお願いします。 

今年度も毎日いっぱい遊んで、自分で選んで自分で考えて、時にはお友だちと意見がぶつか

ることや失敗をたくさん経験して強い心と体を育んでいきます。新入園児も進級したお友だち

も環境の変化にしばらくは戸惑いや不安げな様子や体調不良も見られると思います。「楽しん

でおいで     」「必ず迎えに来るからね     」と温かく見守って下さいね。保育園はいつでも子ど

もたちや保護者の皆様の一番の理解者でいたいと思っています！子育てについてのご相談を

いつでも受け付けていますので、お気軽にお声かけ下さい。 

               

 



～予定・内容～ 

★おたよりの内容の対象年次の記載については以下のように表示いたします。 

以上児：○以→年少児：○少年中児：○中年長児：○長  

未満児：○未→にじ：○に ・つき：○つ ・ほし：○ほ   

☆○少入園式（６日（水））１０：００ ○中○長進級式（6日（水））１３：３０～ 

 入園式→年少児・保護者の参加で行います。進級式→年長・中児と保育士とで進級を祝います。 

 

☆○少○未慣らし保育（７（木）～１３日（水）） 

 新入園児さんが保育園に心身共に段階的に慣れていくために慣らし保育を行います。未満と年少

さんでは降園時間が異なりますので、４月の行事予定にてご確認をお願いします。 

 

☆○長和太鼓（１２日（火）・２６日（火）１０：００～） 

 川端洋介先生・橋本桜雪先生に和太鼓のご指導をいただきます。今年も年長さん46名が運動会で

和太鼓を大空に響かせます！！ 

 

☆避難訓練・安全指導日（1５日（金）） 

 毎月 1回行います。年間の内容は別紙にてご確認ください。命を守る大切なお勉強です。 

 

☆小集団保育（ぬくぬく広場）（２１日（木）） 

 対象のお子さん（個別に連絡しています）のみの参加となります。健やかな成長を願い活動します。 

 

☆○長数遊び（２２日（金）） 

 松下愛子先生に年長児が数遊びを教えていただきます。隔月ごとに内容を変えていろいろな数遊

びを教えていただき、小学校への就学を見据えて学びの芽を育みます。 

 

☆誕生会（２５日（月）１０：００～） 

 遊戯室にて 4 月生まれのお友達をお祝いします。内容等については毎月の学年だよりにてお知ら

せします。今年はにじ組さんも以上児さんと一緒に遊戯室でお祝いします。 

 つき・ほし組さんは未満児のお部屋でお祝いをします。 

 

☆○長じゃがいも植え（２７日（水））雨天順延 

蕪の会（農育ボランティア活動）の方のご指導の下、畑に種芋を植えます。 

今年もたくさん採れるといいな            持ち物→長靴 

 

☆新入園児歓迎会（２８日（木）１０：００～） 

 新入園のお友達のお祝いをします。お兄さん、お姉さんから手作りのプレゼントがあるよ     

 



 お願い・お知らせ  

 

☆登録や提出物の期限は厳守をお願いします。（期限後は受付が出来ない場合があります。） 

 

☆提出物は保育士に手渡しして下さい。（バス利用児も乗車時に職員に手渡ししてください。） 

※特に薬・お金は手渡し以外は対応できません。 

  （ 1人 1人のカバンの中を毎日確認することが困難な場合も有ります。ご協力をお願いします。 

キッズビューからの入力にはダブルチェックの為に利用します。） 

 

 

＊４月６日（水）本日配布の文書について（茶封筒入り） 

ご確認の上、提出の必要な書類にご記入下さい。提出期限：４月１１日（月） 

＊緊急連絡先・かかりつけ病院調べについて→かかりつけ医がなければ記入の必要はありません。 

（かかりつけ医が出来ましたらお知らせ下さい。）緊急連絡先は随時連絡の取れる電話の記入を

お願いします。変更時は必ずお知らせ下さい。  

※お子さんの急な体調変化等で連絡をさせていただく場合があります。連絡の取れる電話番号を

ご記入下さい。（携帯に出られないお仕事の場合などは、職場の電話番号も記入下さい。） 

 

＊学年別クラス名簿を配布いたしました。ご確認をお願いします。 

 

＊メール登録をお願いします。緊急時の連絡など利用しますので、早急に登録下さい。 

・登録確認のテストメールを４月１２日１２：００に配信します。 

☆登録が行えない場合はお知らせ下さい。携帯等の設定（迷惑メール拒否等）については各自で

のご対応をお願いします。 

 

＊新品白タオル１枚、新品タオルで作った雑巾１枚（※名前の記入は要りません）の寄付をお願いし

ます。消毒作業や給食時の机拭き用に使わせていただきます。提出期限：：４月 1１日（月）   

 

＊ご兄弟が見える方はそれぞれのクラスの入り口に登園、お迎えをお願いします。（早朝、延長保育

時は除く）ほし組、つき組は正面入り口の中に設置してある直通インターフォンをご利用下さい。 

 

＊感染症予防の為、午睡時の枕は毎日、布団は週末（金曜日の降園時）にお持ち帰りをお願いしま

す。（洗濯・消毒をお願いいたします。）（金曜日に欠席される場合も引き取りをお願いします。） 

 ※金曜日の持ち帰りや月曜日の持ち込みが困難な場合は土曜日 8時～10時までの間にお引き取

り、持ち込みをお願いします。（10時以降は防犯上の都合によりお断りいたします。） 

 

                

 



 保育園生活におけるお願い  

☆9時までに登園しましょう。（欠席、遅刻もキッズビューに 9時までに入力をお願いします。） 

 

保育時間について 

 【保育時間】 

＊短時間保育→8：00～15：30（16：00までにお迎え完了） 

  標準時間→7：30～18：30の範囲内で勤務終了時間＋通勤（園までの到着）時間 

  買い物や習い事等は保育を受ける理由になりません。ご了承下さい 

【延長保育】 

 標準保育、教育認定保育の方で、時間外の保育が必要な場合は延長保育（別料金が必要）をご利

用できます。 事前に担任までお申し出下さい。（急な場合には電話にて申込み可） 

  延長保育料金：早朝 7:30～8:00（1回１00円） 4:00～（1時間ごとに 200円） 

【その他】 

※15:15 より早いお迎えを希望される日は事前にお知らせをお願いします。 

※9:00～15:15の時間内は全学年、正面玄関での対応となります。自動ドア横のインターフォンに

てお子さんの名前、クラス名、用件をお伝え下さい。  

  （体調不良時には直接すやすやルームにお迎えをお願いする場合があります。） 

  ※防犯・感染対策上、園内への立ち入りはできません。以上児側門の開閉も職員が行います。 

   必要に応じ以上児側門横のインターフォンをご利用下さい。（職員室につながります。） 

 

登園・降園について 

＊早朝 7:30～の保育→子育て支援室（おひさま広場）にて対応。 

→以上児側門からお入りください。 

・8:00～9:00の登園→各保育室入口にて対応。ほし組つき組は正面入り口にて対応。 

・15:15～16:00までにお迎え→担任がお迎えの方を確認し、担任と挨拶をして帰ります。 

 →ほし組、つき組：正面玄関から 以上児、にじ組：以上児側門から 

・16:00～16:30にお迎え→学年合同保育を行っています。（当番の職員の対応となります。） 

長・中→学年のどちらかの保育室にて対応。少・にじ組→年少玄関（16時までと同じ）対応。  

つき組・ほし組→子育て支援室（おひさま広場）対応。（以上児側よりお迎えをお願いします。） 

・16:30以降にお迎えの方 

未満児（ほし・つき・にじ）→子育て支援室（おひさま広場）にて対応。 

以上児→～17:00までたんぽぽ組にて対応。17:00～は子育て支援室（おひさま広場）にて対応。 

以上児側駐車場をご利用下さい。 

 

 

 

 

 



 

送迎について 

＊駐車場のルール（保護者会たより「令和 4年度．ますしま保護者会」参照）を守り、駐車場内では必

ずお子さんの手をつないで、絶対に目を離さないで下さい。 

駐車場内の運転は特に気を付けましょう。（飛び出しや車の横、後ろの死角に注意！！） 

パン工場の駐車場は利用できません。駐車しないで下さい。（行事の時のみ依頼し、利用させてい

ただいています。通常保育時は利用禁止です。） 

※駐車場の数が限られていますので、駐車時間の短縮にご協力をお願いいたします。 

※通園バスをご利用の方は別配布のバスについての文書をご覧ください。 

 

土曜保育について 

＊両親ともに仕事等で保育に欠けるお子さんをお預かりします。 

希望保育となります。（通園バス・給食はありません。未満児つき組にて異年齢保育を行います。 

利用を希望される方は正面玄関をご利用下さい。（入口内のお茶（水筒）を持参ください。 

11:00以降も利用される場合は弁当・午睡布団を持参下さい。保育を希望される方は、事前にお知

らせをお願いします。（安全保育を行うための職員配置を致します。ご協力下さい。）※土曜日の薬

持参は別に投薬用紙が必要になります。（詳細は保育士にお尋ね下さい。） 

 

写真撮影やＳＮＳについて 

＊保育園では通常保育や保育参観において写真撮影や録音をお断りさせていただいております。運

動会、発表会、お別れ会等の際には制限を致しませんが、ＳＮＳのご利用は十分にご注意下さい。

他のお子さんや職員の個人情報保護にご理解いただきますようお願いいたします。入園時に個人

情報の同意書を頂いておりますが、ＳＮＳ等の保護者様個人の発信についての責任は負えません

ので、ご了承下さい。（「個人情報使用にかかわる同意書」につきましては、入園時にご提出いただ

いていますが、変更がある方は担任までお申し出ください。） 

 

感染症等健康に関する事項について 

＊感染症基準の用紙を配布いたしました。感染の疑いがある場合は、病院を受診の上、医師の許可

を得てから登園をお願いします。（判断に悩まれる場合は、登園前に園電話にてご相談下さい。）

感染症の場合は、治癒後に登園する際に「登園届」（保護者による記入）の提出が必要です。 

＊集団生活ですので、感染拡大予防のためにも体調不良時は必ず受診をお願いいたします。 

熱だけでなく、いつもと違うと感じた場合は、無理をせずに自宅にて療養をお願いいたします。 

保育園では体温が 37.5度を超える場合は、登園を控えていただいています。登園後の発熱も同

様に都合がつき次第、すぐにお迎えをお願いしています。体調不良児室はお迎えを待つ間の対応

となりますので、ご理解をお願いいたします。 

 

 

 



 

＊園での投薬は原則としてお断りしています。どうしても必要な場合は、「投薬依頼書」に記入して保

育士に薬（1回分に分け、日にち・名前を必ず記入）を手渡しして下さい。園にてお預かりできる薬

は病院にて処方された薬となっています。（市販薬はお預かりできません。） 

※投薬依頼書は 1人 1枚の配布ですので、必要な分をコピーしてご利用下さい。 

＊新型コロナウイルス感染症対策として毎日体温をキッズビューに入力してください。欠席の日や

土・日・祝日も毎日必ず送信をお願いします。（入力は当日 12:00までできますが、登園日は入口

で確認をしてからの受け入れになりますので登園前に送信ください。） 

 

集金について 

主食費（吉城福祉会）の口座より引き落としとなります。引き落とし前に内容と金額をお知らせいた

しますので残高確認をお願いいたします。また、対象者が特定される集金は集金袋にてご依頼い

たします。その際には必ずお釣りのないように、中身を確認し、しっかりと口を閉じ、保育士に手渡

し下さい。  袋配布後 2～3日後までを目安に提出をお願いします。 

 

保育認定手続きについて 

※保育の理由や就労の状況が変更された場合は、保育園までお知らせ下さい。 

（出産・育休時も手続きが必要です。また、保育の必要な理由をお尋ねする場合があります。） 

 

その他 

＊担任・加配以外の保育士が保育を行う日や時間があります。職員間で情報共有をしっかりと行い、

どの保育士が担当しても保育に支障の無いよう配慮しております。 

＊１２時以降に登園される場合には給食の提供はできません。 

＊降園時や降園後は園庭では遊べません。 

＊保育園でのお知らせは月に1回の園だより「ますしまっこ」の他に随時発行の「ますしまっこメール」

や学年だより・保健だより（すやすやだより）運動だより（ほっぷ・すてっぷ・じゃんぷ）等があります。

また、変更や急なお知らせは緊急メール（すぐめーる）にて配信する場合や、クラスの入り口・門・

バスの各所に掲示にてお知らせする場合があります。 

＊毎日通園バックの中を必ずご確認下さい。おたよりは必ず目を通してください。 

＊給食用のコップはマグカップ型の物（プラスチック製）をご用意ください。（タンブラー型は破損しや

すいのでご遠慮下さい。）毎日洗浄、消毒をして袋に入れて持たせて下さい。 

＊名札は園児服（夏期は上の服）の左胸につけて下さい。シール等を貼らないで下さい。 

＊鞄等に飾りやキーホルダーは付けないようにお願いします。（引っ掛かって危険です。） 

＊自分で着脱しやすく、動きやすい服装で登園させて下さい。体操服は行事に利用しますが、通 

常保育時に着用しても構いません。（ただし汚れには注意下さい。） 

＊ハンカチ・ティッシュ（落としやすいので布のケースに入れて下さい。）は毎日園児服のポケットに 

入れて下さい。夏期（園児服のない場合）はポシェット等で対応をお願いします。 

＊持ち物にはすべて大きくはっきりと記名をお願いいたします。（紛失物が多くあります。） 

 



 

☆増島保育園の特色☆ 

～おひさま保育～ おひさま・風・土・水・木・人とのふれあい 

・あいさつをする  ・おてつだいをする  ・はきものをそろえる 

体 づ く り      心 づ く り     物 づ く り 

★様々な生活体験を通して何事にも知的好奇心を持ち、意欲的に取り組むことのできる 

「生きる力」を育みます。 

 

＊体づくり＊ 

   ＊ 運動遊び （年齢に合った年間運動プログラムを作成し取り組みます。楽しみながら丈夫な

身体を作りを目指します。） 

   ※ 運動だより『ほっぷ・すてっぷ・じゃんぷ』 にて取り組みの様子などをお伝えします。 

＊ 外遊び・園外保育 （散歩や探索を楽しみます。） 

   ＊ 昔遊び （田高先生に飛騨の伝承遊びを習います。ルールのある遊びも楽しみます。） 

   ＊ 和太鼓 （川端先生・橋本先生にご指導いただきます。年長児 4月～11月、年中児 2月～） 

   ＊ 体操 （毎日各クラスにて行います。） 

   ＊ 雑巾隊 （遊戯室を雑巾で手足を伸ばして拭きます。）※時期を見て学年毎に開始します。  

 

＊心づくり＊ 

   ＊ おはなし（絵本など）の読み聞かせ（給食後を中心に毎日行います。） 

＊ 自分で自由に選んで楽しむ遊び  

・廃材制作・ぬりえ・お絵描き 

・絵本・月刊総合絵本（給食後などに自由に読みます。） 

・ままごとなどのごっこあそび 

   ＊ お茶っこ （年長児がお茶の作法を学びます。） 

＊ 食育 （保育士や食育ボランティアの方によるクッキング体験・自園調理の給食・おやつ） 

＊ 農育 （農業体験（じゃがいも、さつまいも、大根作りなど）をします。） 

＊ 地域の方との交流 （小・中学生、高校生、ＪＡ青年部、寿楽苑、和光園など） 

＊ 誕生会 （毎月誕生月の友だちのお祝いをします。お楽しみコーナーもあります。） 

＊ お手伝い（当番活動（給食・放送など）、草取り、石拾い、靴箱掃除ロッカー掃除など） 

＊ 歌（月の歌（季節感を味わえる歌）などみんなで一緒に歌う楽しさや表現をする楽しさを味わ

います。） 

＊物づくり＊ 

＊ 廃材遊び （空き箱、端紙、廃材を利用して自由な発想で作る楽しさを味わいます。道具の 

使い方も遊びながら身に付けていきます。） 

 

 



 

＊ 素材遊び （廃材・自然物・シャボン玉・土・泥・色水づくりなど季節に合わせた活動で豊かな

発想力を育てます。） 

＊ ビオトープ（人工池）・どろんこコーナー (広い園庭でおもいっきり遊びます。) 

   ＊ 造形活動 (保育士と共に色々な素材や技法を体験します。室内の装飾作りも楽しみます。) 

 

＊その他＊ 

＊ 命を守る訓練 

 ※毎月の避難訓練・安全指導、年に 1回の交通安全教室、連れ去り防止（県警たんぽぽ班）訓練 

防火教室など命を守る訓練を実施します。 『命の大切さ』を伝え、『いざという時に自然に 身体

が動く』を目標に毎回設定を変えた訓練を行います。 

保育士も消火訓練・救急救命訓練、不審者対応訓練等を受け子どもたちを守るためにより良い

安全対策を心がけます。 

＊自園調理給食 

窓越しに調理をする様子が見られたり、園内に良い匂いが漂い五感を刺激します。健康を意識

したメニュー（減塩やかみかみメニューなど）や食事を楽しむメニュー（おにぎり作り、年長児のリ

クエスト給食など）もあります。アレルギーや乳児食（すりつぶし・刻み等）の対応もあります。 

園内で育てた野菜を利用したり、クッキングも楽しみます。 

 

 

★保育園という集団での生活を通し、人とのかかわり方やあきらめない気持ちや思いやりの心を育

みます。また、遊びながら色々な体験をし、道具の使い方や、表現することの楽しさや身体の使い

方・健康保持の意識・習慣を身に付け、学んでいきます！！失敗しながら、時には「まあいいか！」

と自分を許容する気持ちも大切に、保育園での多様な経験を基に非認知能力と認知能力の双方を

バランスよく育つことを願います。また明日！を楽しみに、笑顔があふれる保育園を目指します。 

※新型コロナウイルス感染防止上、内容の見直しや変更をする場合もありますが、その時々の状況

下での BESTを考え、子どもたちの思いに寄り添った活動をどんどん取り入れていきます。  

 

 

 

★保護者会より★  

          年中・年長保護者のみなさまへ 

   今年度も保護者会費を指定金融機関ＪＡ口座より引き落としさせていただきます。 

    登録口座の変更を希望される方は担任の先生までお申し出下さい。（4月 8日（金）までに） 

    その際担任より口座振替依頼書をお渡ししますので、必要事項を記入、届印の押印をし 

    ４／１３（水）までに担任まで御提出下さい。 

 

 


