


【１.基本情報】

〒 ２７３－０１０５

住所 鎌ケ谷市鎌ケ谷６－８－２６

TEL・FAX ０４７－４４２－０５２５

最寄駅

駐輪場(有り)

【２.受入年齢】

生後３か月以降〜就学前まで

【４.職員構成】

※栄養士は巡回指導

※嘱託医は鎌ケ谷市医師会、歯科医は船橋市歯科医師会へ委託

【５.開園時間・延長保育時間及び利用料金】

標準時間 7時〜18時

短時間 8時30分〜16時30分

延長保育

朝

夕方

夜

※延長保育につきましては、認定によって利用可能時間が異なります。

【６．持ち物について】

昼寝用ベットドコット) 園で用意

掛　物：(夏季)バスタオル・タオルケット(冬季）子ども用の毛布

未満児:３組～5組（紙おむつ・シャツ・上着・ズボン)

以上児:３組（パンツ・シャツ・上着・ズボン）

未満児 手拭きタオル・おしぼりタオル(２枚)・コップ

以上児

毎週末(１回)

※保育に必要な実費に関わるものは記載しておりません。詳しくは園にお問い合わせ下さい。

敷　物：バスタオル（昼寝用ベッドに重ねてしまえる厚さのもの）

寝具の持ち帰り頻度

時間外(短時間)

  7時 ～ 8時29分
30分 50円

16時31分 ～ 19時

【３.入園定員数】

定員：１１５名

・施設長　・保育士　・保健師　・保育補助者等

 開園時間：7時から19時

平日・土 ※教育・保育給付認定に応じた保育時間

　　鎌ケ谷市立鎌ケ谷保育園

駐車場（１０台）

18時01分 ～ 19時 30分 50円

保育時間

時間外(標準時間)

●新京成電鉄バス鎌ケ谷停留所 徒歩5分
●新京成線鎌ケ谷大仏駅 徒歩15分

着替え

手拭きタオル・おしぼりタオル・おしぼりケース
・コップ・コップ袋・通園カバン　ほか

オムツ：紙オムツ使用。おしり拭きにつきましては園にお問い合わせください。
　　　※使用済みオムツは、園で廃棄いたします。

必
要
な
持
ち
物



【７.保育目標】

・健康な子ども

・思いやりのある子ども

・生き生きと遊ぶ子ども

【８.年間行事】

月 月

4 新年度懇談会 10 運動会

5 こどもの日の集い・春の徒歩遠足 11 秋の遠足

6 12 クリスマス会・鏡餅作り・発表会

7 七夕・夏のお楽しみ会 1 お正月遊び

8 2 節分・お別れ遠足

9 3 ひなまつり・お別れ会・卒園式

・毎月の行事・・・誕生会、避難訓練、身体測定

・年２回・・・内科健診 ・年１回・・・歯科健診

※上記の他にも行事を予定しています。詳しくは保育園にお問い合わせください。

※園の行事は、都合により変更することがあります。

【９.保育園の一日】

時間 時間

7:00 延長保育・順次登園・体調チェック 7:00 延長保育・順次登園・体調チェック

8:30 8:30

10:45 10:45

11:15 11:15

12:00 12:00

13:00 13:00 お昼寝

15:00 おやつ・あそび 15:00 おやつ・あそび

16:15 延長保育へ引継ぎ・順次降園 16:15 延長保育へ引継ぎ・順次降園

16:30 延長保育 16:30 延長保育

19:00 閉園 19:00 閉園

担任に引継ぎ・おやつ(牛乳)・あそび
担任に引継ぎ・あそび

食事
フッ化洗口（4・5歳児）

3・4・5歳児

お昼寝

食事

行　事 行　事

0・1・2歳児

「運動会」で披露！

たる太鼓・バルーン

みんなで心を一つに！！

～水遊びの会～

楽しい夏の一日。水鉄砲で的

あてです！



【１０．お部屋での様子】

　　　　　　　　　ホール 園　　庭 図書コーナー

【１１.保育園給食】

  

※栄養士が考えた献立を調理師が園で作ります。 ※アレルギーの除去食も対応しています。

※アレルギー除去食について、入園前に食品が判明している場合は事前に保育園までご相談ください。

また、入園後にアレルギーを発症しましたら、医師の診断書のご提出をお願いしております。

※こどもの年齢に応じて配膳時間が異なります。

※月～金曜日まで完全給食です。

　　　　　　　　２歳児

　　　５歳児

写真

写真

　0,1歳児受け渡し室

３歳児 　　　４歳児

　　　　　　１歳児

※土曜日保育の給食はありません。

３・４・５

歳 児

給 食

１・２

歳 児

給 食

０歳児

離乳食

完了期

３・４・５

歳 児

行 事 食

手づくり

お や つ

０歳児

離乳食

中 期

手づくり

お や つ

ｐｐｐ

ホールでは巧技台や大

繩飛びなどを使って運

動遊びもします。

今日もいっぱい遊ぼうね！
コットでお昼寝です。 遊ぶ場所と食事場所は分かれてます。

みんなで完成！ 保育士のお話をみんな真剣に聞いてます！
好きなことにじっくりと取り組んでます。

みんながホッとできる

場所です。

お外では思い切

り体を動かして！

【給食室】

廊下から作ってる様子

がよく見えます。
今日のく今日の献立が掲示されてます。



【１４.保育園の子育て支援事業】

・園庭開放　　　　月曜日～金曜日　　午前９時３０分～午後１２時

【１５．一時預かり】

　実施しておりません。

【１３．園との懇談会等保護者が参加するもの】

　保健師がお子様の健康管理や衛生指導を行っています。
（内科健診、歯科健診、身体測定、フッ化洗口、歯磨き指導)

・ポケット・ポケット　親子遊びや絵本の読み聞かせ、子育てについての相談や情報交換が出来ます。
　　　　　　　　　対象：未就園児のお子さんと保護者の方
　　　　　　　　　時間：午前10：00　～　午後2：00

※「園庭開放」や「ポケット：ポケット」は、都合により中止することがありますので、園にお問い合わせください。

保 育 参 観

個 人 面 談 年２回程度

年１回

年2回（全体会・クラス懇談会）

・子育て相談事業　実施時間午前9：30～16：00
　　　　　　　　　電話または、保育園窓口。（電話番号：047-441-1924）

【１２．保健衛生】

園との懇談会



【１６．鎌ケ谷保育園の特色・紹介】

   【0歳児用テラス】 【園庭で一緒に遊ぶ1歳児と3歳児】  

「お兄ちゃんとお姉ちゃんたちが作ってくれたお部屋だよ」

 【お砂場で！】

【お部屋に帰る2歳児を5歳児のお姉さんがお手伝い】

【調理師による食育活動(4歳児）】 　

「食べ物はどこに行くの？」というテーマで、栄養についてお話を聞きました。

　お話を聞いた後の給食は、

　「いろんなもの食べるとおおきくなるよね！」

　そんな会話をしながらいただきました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【ボランティア活動の学生と一緒に！】

　　【交通安全指導】

交通ルールのお話を聞いて、横断歩道の渡り方を教えてもらいます。その
後にはパトカーの見学です。

　鎌ケ谷市の東部に位置した、保育園です。
園庭では元気いっぱいに遊ぶ子供たちの笑顔や笑い声にあふれ
ています。地域に親しまれ、東部地区の子育て支援の拠点とし
ての他機関と連携しながら親子の集いの場、仲間づくりや子育
ての悩み相談の場としての育児支援を行っています。

　高齢者との交流や幼稚園との交流、体験学習やボランティア
学生等も積極的に受け入れています。

絵

「一緒にお部屋に行こうね！」

「おくつ脱がせてあげるね」

僕も同じの作ろうかな？（2歳児）

僕も同じもの作ろう！

どうやって作るの？

お外気持ちいいね！

「何を作ろうか？」

みんなで相談している5歳児

こども達の人気者

「しんのすけ]くんです



②病後児保育について
　病後児保育とは、病気やケガなど急性期を経過するなど安定して以後の回復期にあるお子様を一時的にお預かりする事業です。

　近隣では、鎌ケ谷総合病院が実施しています。また、利用に関しては、事前登録及び鎌ケ谷総合病院での受診が必要です。

詳細は、直接鎌ケ谷総合病院（病後児保育室　047-498-8111）へお問い合わせください。

③病児保育について
　医師が常駐している施設などで、病気の急性期にあるお子様を一時的にお預かりするものです。

　近隣では、白井聖仁会病院内うさぎ保育所で実施しています。また、利用に関しては、事前登録及び白井聖仁会病院での受診が必要です。

　詳細は、直接白井聖仁会病院（うさぎ保育所　070-2656-5671）へお問い合わせください。

①ファミリーサポート事業（通称：ファミサポ）
「保育園や学童のお迎えに間に合わない。お迎えに行って夕食も食べさせてほ

しい。」などの時は、

ファミリーサポート事業（通称：ファミサポ）を活用してみてください。

※ただし、ご利用にはいくつか条件がありますので、詳しくは「かまっこ応援

団内のサイト」を閲覧いただくか、もしくは「ファミリーサポートセンター

047-445-1354」へお問い合わせください。

②病後児保育について
病後児保育とは、病気やケガなど急性期を経過するなど安定して以後の回復期

にあるお子様を一時的にお預かりする事業です。 近隣では、鎌ケ谷総合病院

が実施しています。また、利用に関しては、事前登録及び鎌ケ谷総合病院での受

診が必要です。 詳細は、直接鎌ケ谷総合病院（病後児保育室 047-498-

8111）へお問い合わせください。 ③病児保育について 医師が常駐している施設などで、病気の

急性期にあるお子様を一時的にお預かりするものです。 近隣では

③病児保育について
医師が常駐している施設などで、病気の急性期にあるお子様を一時的にお預か

りするものです。近隣では、白井聖仁会病院内うさぎ保育所で実施しています。

また、利用に関しては、事前登録及び白井聖仁会病院での受診が必要です。

詳細は、直接白井聖仁会病院（うさぎ保育所 070-2656-5671）へお問い合

わせください。

④園庭開放事業について
パンフレットの項目【１４.保育園の子育て支援事業】に記載されています「園

庭開放事業」につきましては、お住まいの近くに公園・児童遊園がない場合に保

育園では園庭を開放しておりますので、お子様と一緒に遊びに来てください。

（保育園のイベントや工事などで使用できない場合もあります。）

もし、育児・保育に

悩みがありましたら




