令和４年度

月
４月

行事
入園のつどい（新入園児･保護者･年長児）
子どもの日の集い（３～５歳児）

５月

お茶会始め（５歳児）

６月

遠足（３～５歳児）

７月
９月

社会福祉法人 わかくさ福祉会
幼保連携型 認定こども園

七夕まつり会（３～５歳児）
修了児交流会（小１）
運動会（３～５歳児･家族）
わかくさ保育園

遠足（３･４歳児）
１０月

祖父母交流会（５歳児･祖父母）
みのりのもちつき会（３～５歳児）

１１月

抹茶茶碗作り（５歳児･保護者）
こども発表会（３～５歳児）

１２月

ケーキ作り（４･５歳児）

もみじの家

夢眠の家

クリスマス会（全園児）
１月

初釜お茶会（５歳児）
お店屋さんごっこ（２～５歳児）
よつばの家

わかくさ学童の家

遠足（５歳児）
２月

節分･豆まき（１～５歳児）
幼保小学校交流会（５歳児）
親子お茶会（５歳児･保護者）
ひなまつり（３～５歳児）

３月

引き継ぎお茶会（４･５歳児）
お別れ会（３～５歳児）
修了式（修了児･保護者）

※入園時とお子さんの誕生月に個別懇談会（希望される方のみ）
※自由参加型保育参観
※園バスに乗って社会見学にも出かけます。
※

保護者参加の行事（但し祖父母交流会は祖父母参加）

※あくまで予定なので、内容･日時については変更もあり

ひまわりＡの家

ひまわりＢの家

【わかくさ保育園】
〒９３０－０９５２ 富山市町村３４１番１
TEL ０７６－４９２－１１９３／FAX ０７６－４９２－８７３９
URL http://www.wakakusaho.net/
【もみじの家】
〒９３０－０９５２
富山市町村２１２-８
TEL/FAX ０７６-４９２-６３４１

【夢眠の家】
〒９３０-０９５２
富山市町村１８８番地
TEL ０７６-４９１-８８６３

【わかくさ学童の家】 〒930-0952 富山市町村１６６－４ ＴＥＬ ０８０－１９５３－１１９３
【ひまわりＡの家】 〒930-0936 富山市藤木１２４６
ＴＥＬ/ＦＡＸ ０７６－４２３－０１６０

ます。また、新型コロナウイルス感染症の流行状況によ

【ひまわりＢの家】 〒930-0936 富山市藤木１８３５

り変更になることもあります。

【 よ つ ば の 家 】 〒930-0955 富山市天正寺１４００ ＴＥＬ ０８０－６３５３－２０５９

ＴＥＬ ０７６－４６４－５５４５

概況

教育･保育目標

（１）児童福祉施設認可年月日
（２）開園年月日
（３）幼保連携型認定こども園認可年月日
（４）経営主体
（５）定員

昭和５３年７月２６日
昭和５４年４月 １日
平成２８年４月 １日
社会福祉法人わかくさ福祉会
４０７名

延長保育事業
７:００～２０:００までの
延長保育を実施しています。
時間によっては、保育料以外に
延長保育料がかかります。

個別配慮児保育
軽度な障害を有する状態で
あって、集団保育が可能な
お子さんの保育をします。

乳児保育（夢眠の家）
産後休暇明けからの乳児保育を実施しています。

一時保育
さまざまな理由により家庭
での保育ができず、一時的
に保育を希望される方のた
めの事業です。保育は同年
齢の子と過ごせるよう各館
で行っています。

一人ひとりの可能性を十分に伸ばし、
心身ともに健康で、主体的に生活できる
子どもを育てる
○心身ともに健康でのびゆく子ども
○感動、驚き、疑問を持つ子ども
○自分の考えを表現できる子ども
○友だちの考えに気づき、協力できる子ども

教育･保育の方針

開園時間
【平日･土曜日】

７:００～２０:００

【日曜日･休日】

８:３０～１８:００

保育提供
時間
平日
土曜日
休日

時間

先生に愛されている喜びをどの子も満喫しながら

7:00
8:30

いづれは一人で生きていくための力を培いつつ

病児保育
（もみじの家）

病気や病気回復期のため、
集団保育や家庭での保育
が困難な場合、一時的
にお預かりします。

保護者と喜びを共有して

未来を背負う地域の子どもが共に育つ環境づくり

教育･保育内容の特色

休日保育・年末保育

学童保育

日曜日や祝日の休日保育を
実施しています（代休制）
12/29 から 12/31 までは
年末保育をしています。
（有料）

児童を放課後から午後８時
まで保育します。学童期に
あったプログラムのもと
専任の指導員が一緒に
過ごします。

育児サークル支援（もみじの家）
親子が集まってのふれあい活動を支援します。
❀おしゃべり会・・・・・２ヵ月赤ちゃん
❀赤ちゃんサークル・・・０歳の赤ちゃん･妊婦さんなど
❀親子サークル・・・・・１･２歳のお子さん
❀赤ちゃん広場・・・・・０歳の赤ちゃん

9:00

共通理解をもって成長・発達を認めて

地域の子育てを支援して

9:30
9:45
10:00

◎子どもが心を動かす活動に主体的に十分かかわる遊び環境
と保育教諭の見守りがあります。

11:15

◎３歳以上児クラスは、年齢の枠を超えた解体保育「遊びの
時間」を中心に、好きな場所や遊びを自ら選んで主体的に
生活します。また、年齢別の活動「みんなの時間」も取り入
れ、年齢ごとの発達や同年齢のつながりも大切にしていま
す。同年齢・異年齢との関わりの中で、人への信頼感やあこ
がれ、思いやり、また規範意識の芽生えを育てます。

11:30
12:30
14:30
14:50

◎音楽・絵画・体操・英語・お茶会・お話の会・リトミックに
は専門講師を招き、情操教育に取り組んでいます。

15:00

◎緑豊かな「なかよし広場」や園周辺には田んぼなどがあり、
自然に囲まれた保育園です。戸外活動や散歩を積極的に取り
入れ、のびのびと遊びを展開できるようにしたり、健康な
身体作りを行っています。

16:30

◎本館には「みどりの広場」「ありんこ広場」「あおぞら広場」
があります。高い場所から雄大な立山連峰や自然豊かな風景
をながめながら、自由に遊ぶことができます。

20:00

◎栄養士が離乳食やアレルギー制限食について、また看護師が
子どもたちの健康管理について個別の相談に応じます。

9:00～15:00
休園日
休園日

２・３号認定
保育標準時間
保育短時間
7:00～18:00
8:30～16:30
7:00～18:00
8:30～16:30
8:30～18:00
8:30～16:30

デイリープログラム

今日が最高の日となるように
長い将来の基礎づくりとして

１号認定

１号認定
３･４･５歳児
預かり保育

２･３号認定
３･４･５歳児
０･１･２歳児
早朝保育
早朝保育
随時登園
随時登園
手洗いうがい・所持品始末 手洗い(0･1 歳児は手拭き)
遊びの時間
所持品始末
登園
遊び
手洗いうがい・所持品始末
排泄
遊びの時間
検温(0･1 歳児)
片付け
みんなの時間（朝の集い）
遊びの時間（解体保育）
朝の集まり
おやつ
日光浴･散歩･戸外･室内遊びなど
片付け･排泄･手洗い
※給食（ランチルーム･保育室）
歯みがき
給食
（１１:３０～1３:３０）
排泄･着替え(1･2 歳児)
午睡
片付け
みんなの時間（１日の振り返りなど） 起床･排泄･手洗い
検温（０･１歳児）
降園準備
遊びの時間
遊びの時間
※おやつ
降園
おやつ
（ランチルーム･保育室）
預かり保育
降園準備
うがい・降園準備
遊び
(14：50～15:4
排泄
０)
随時降園
随時降園
片付け･掃除･集まり 延長保育
延長保育
短時間 16:30～
標準時間 18:00～
短時間 16:30～
標準時間 18:00～

