
高ヶ坂ふたば保育園 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ひとりひとりを大切に！ 

のびのび育つように！ 

 

 

 

 

 

                          社会福祉法人 高技会   

 高ヶ坂ふたば保育園 

                          〒194-0014 東京都町田市高ヶ坂 7-26-6 

                           TEL ０４２－７２０－８２１５ 

                           FAX ０４２－７２０－８２１７ 

                           E-mail kogasakafutaba@luck.ocn.ne.jp 

                                       HP http://kogasakafutaba.org/ 
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保育園の概要 

 設  置  社会福祉法人 高技会    

理 事 長  松下 祐介 

 園  長  中溝 恵理子 

 所 在 地  東京都町田市高ヶ坂７－２６－６ 

開 園 日    ２００４年（平成１６年） ４月 １日 

入所定員  ０歳児  １歳児  ２歳児  ３歳児  ４歳児  ５歳児 

        ９人  １１人  １３人  １４人  １４人  １４人 （合計７５人） 

 職  員  園 長 １人  主任保育士 １人 保育士 １６人 看護師 ２人  

       栄養士 ２人  調理員  １人  事務員 １人  嘱託医（非常勤）１人 

       パート職員 １２人 

 保育時間  午前７時から午後８時 

（延長保育 午後６時から午後８時 有料（保育料とは別）、基本満１歳から利用可） 

 休 園 日  日曜日・祝祭日・年末年始（１２月２９日から１月３日） 

 施設面積  鉄筋コンクリート造２階建 延９７７.６４㎡  (1 階 ５０９.１９㎡  ２階 ４６８.４５㎡) 

              屋外遊戯場 ４１９.８３㎡ 

 施設設備  ０歳児室・１歳児室・２歳児室・３歳児室・４歳児室・５歳児室・病後児保育室 

子育て支援室・調乳室・沐浴室・職員室・一時保育室・調理室・事務室・相談室 

砂場・ブランコ・ジャングルジム・アスレチック・鉄棒・プール（組立式） 

  実施事業  障害児保育・延長保育・産休明け保育・一時保育･子育てひろば（地域子育て支援事業） 

未就園児交流保育・育児相談・病後児保育（町田市病後児保育事業委託）  

ふたばの保育 

◎保育理念 

『共育』 子どもと親と職員が共に育つ           

◎保育方針 

○心も体もたくましく 

○しなやかな心 

○愛情豊かな子 

◎保育目標 

☆ 生活習慣を大切にしよう 

☆ 人とたくさんふれ合おう 

☆ 興味、関心があるものと出会おう 

☆ 心が動く経験をしよう 

 

 

 

 

を目標に、保護者の方と協力し合い、安心して預けていただ

けるよう、また第二の家庭としてホッとできる園をめざし、

子ども達が健やかに成長できるよう、日々努めています。 

子どもと親と職員が

共に歩み、共に育つ

事を目指していきた

いと考えています。 



◎日々の保育の様子 

☆外遊び大好き！ 外で身体をたくさん動かすことは心の成長にも繋がります。 

 園庭で・・・ 

 

 

 

 

 

散歩で・・・  

 

 

 

 

☆室内でも… それぞれの年齢に応じた遊びを充分楽しめる環境を作っています。 

 

 

 

 

 

                           いらっしゃいませ～      年長児はラＱに夢中！ 

☆食育活動 園庭の畑で野菜を育て、調理保育も行います。 

 

 

 

 

 

 

落花生の収穫（園庭の畑にて）  調理保育（おだんご作り）     おにぎりを作ってま～す！ 

小松菜の収穫 

☆行事 一年を通して沢山の楽しい行事に参加します。                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



◎年間行事予定   ☆誕生会・避難訓練は毎月行います。  ※個人面談は年間通して随時行います。 

       

病後児保育室「こすもす」 

 ふたば保育園には病後児保育室「こすもす」があります。

病気の急性期を過ぎたお子さんを預かり、静かなお部屋の

中でゆったり過ごす事で、無理なく保育室に戻ることが出

来ます。利用料が掛かりますが、専任の看護師と保育士が

対応し、安心して預けていただけます。登録が必要です。 

おひさま文庫 

 ふたば保育園では子育てひろばも行っています。その中で

文庫活動も行っており、地域だけでなく、在園児にも絵本の

貸し出しを行っています。2,000 冊以上の絵本の蔵書があり、

あかちゃんから年長児まで楽しんで頂いています。忙しい毎

日ですが、親子で絵本を読む事で少しでもふれあいの役に立

てればと、大切にしている活動です。 

外部講師による教育プログラム 

  ★３～５歳児クラスは毎月１回 外部講師による就学前教育プログラム 

『ちゃいるどすてっぷ』を行います。 

★４、５歳児クラスは月に２回 外部講師による 

英語教育プログラムを行います。 

   （英語教育の ECC による） 

 

月 子ども達の行事（太字は土曜日の行事） 保護者参加の行事（太字は土曜日の行事） 

4 月 進級のお祝い、こどもの日会 懇談会 

5 月 春の遠足（4、5 歳児） 保育参加（参観）（全クラス） 

（5～6 月） 6 月  

7 月 七夕、夏まつり、プール（7～8 月（3～5 歳児））  

9 月 防災訓練 防災訓練（お迎え訓練）（全クラス） 

保育参加（参観）（0、1 歳児） 

10 月 運動会（2～5 歳児）、秋の遠足（3～5 歳児）、いもほり 運動会 

11 月 焼きいも  

12 月 発表会（０～５歳児） 発表会 

1 月 どんど焼き（5 歳児）、おみせやさんごっこ 懇談会・保育参加（参観）（全クラス） 

2 月 豆まき、お別れ遠足（3～5 歳児）  

3 月 ひな祭り、お別れ会 

卒園式（3～5 歳児）、入園式（3～5 歳児）、 

卒園式（5 歳児） 

入園式（該当者、翌年度入園者） 



その他 

◎準備物（抜粋）※持ち物には全て記名をお願いします。 

・布団…全園児とも敷布団は園で用意します。敷布団のカバー、上掛け（綿毛布や膝掛けなど薄手のもの）（夏場

はタオルケット）はご家庭で用意してください。週末ごとに持ち帰り洗濯をお願いします。 

・０、１歳児…食事エプロン・おしぼり（1 日 3 枚使用）、手ふきタオル、マザーバッグ、ビニールポーチ、 

オムツ、おしり拭き、着替え、コップなど。 

・２歳児以上…着替え、おしぼり、手ふきタオル、コップ（ステンレス製）、遊び着、通園バック、レッスンバッ

グなど。（お子さんによってオムツ等も） 

 （準備物は、市販品やお下がりでもだいじょうぶです。） 

◎ミルク・離乳食 

・保育園で使用しているミルクは明治の「ほほえみ」、哺乳瓶はピジョンです。（含母乳実感） 

・冷凍母乳の預かりは行っていません。入園までにミルクに慣れ、飲めるようにお願いします。 

・離乳食はお子さんの状況に応じて対応します。 

◎食育 

・『食』を大切にしています。“野菜大好きっ子”を目標に季節の野菜を取り入れた献立にしています。 

・食育活動もたくさん取り入れ、４，５歳児を中心に園庭で野菜を育て、自分たちで育てたおいしい野菜を

味わっています。 

・アレルギー除去食については、医師の指示のもと、状況に応じ対応します。 

・その他健康・栄養相談は、随時受け付けています。 

◎保健 

・毎月、身体測定を行います。（頭囲・胸囲は年２回） 

・健康のため、園内では薄着を奨励し、素足で過ごします。 

・全園児５月、１１月に、健康診断を行います。（全園児健診をお休みしたときは次の０歳児の健診の際受

けていただきます。）０歳児は、全園児健診の他に年２回の嘱託医の健診があります。 

・年１回、歯科健診、眼科健診（主に幼児）を行います。 

・薬は、基本的にお預かりしていません。（喘息、アレルギー、溶連菌感染症の薬は預かります。） 

◎オムツについて 

・お子さんの使用する紙おむつはご家庭から持参していただきます。使用済みオムツは園で処分します。 

 （園では排尿や排便をしっかりチェックし健康管理を行います。） 

◎保護者会 

現在当園には保護者会はありません。 

◎料金など 

・延長保育料・・・月極： 18：00～（19 時まで 3,000 円／月 ・ 20 時まで 6,000 円／月） 

         臨時： 18：00～（19 時まで 500 円／１日 ・ 20 時まで 1,000 円／1 日） 

・給食費・・・3 歳児以上 1 人一ヶ月 6,000 円（口座振替にて引き落とし） 

◎慣らし保育について 

・入園時、それぞれのご家庭の仕事状況に応じて、可能な範囲で行います。 

◎連絡帳 

・連絡帳は電子連絡帳になります。保護者のスマートフォンにアプリをダウンロードして利用します。 

 

 



保育園での一日 

《乳児組 ０，１，２歳児》 

7：00  8：30  9：30      11：00  12：30   3：15   4：30  6：00  8：00 

 順次登園    おやつ      昼食   昼寝   おやつ   順次降園 延長保育 

 視診・検温   自由・集団遊び                  自由遊び 

 室内遊び   （園庭・散歩・室内） 

＊個別に体調等リズムに合わせて日々調整します。 

 

《幼児組 ３，４，５歳児》 

7：00  8：30  9：30     11：00 12：00  1:15   3：15  4：30  6：00  8：00 

 順次登園   遊びを中心にした     昼食  昼寝  おやつ 順次降園 延長保育 

視診     集団活動                     自由遊び 

自由遊び  （運動・散歩・描画・製作） 

             ＊４歳児から５歳児にかけて徐々に午睡時間を短くします。 

 

高ヶ坂ふたば保育園 マップ 

 

    高ヶ坂ふたば保育園へのアクセス 

＊ 小田急・JR 線 町田駅下車 

          神奈中バス（８番のりば）「成瀬駅」「青葉台」行きなどに乗車 

          『熊野神社』下車 徒歩６分（町田駅より 所要時間 約１５分） 

＊ JR 線 成瀬駅下車 

  徒歩約１２分 

 

 


