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定

員

兵
庫
区

１６５名

設立年月日 昭和 55 年 5 月 1 日

大同保育園

認可年月日 平成 28 年 4 月 1 日

予定

2015 年 12 月 更新
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ＦＡＸ

神戸（０７８）５７６－２８５１

運営主体

社会福祉法人

職

員

園長

建

物

鉄筋コンクリート造２階建

敷地面積

森近

大同保育園

報恩感謝会(平成 19 年 4 月１日移管)
鋭次、以下４１名

地域福祉ｾﾝﾀｰ

１,２２４．８２㎡
（全館冷暖房、及び一部床暖房）

延べ床面積

９３６．９７㎡

入園年齢

生後６ヶ月から６歳児（就学前）まで

保育時間

７:００～１９：００（うち必要な時間）
7:00

18:00 19:00

保育標準時間
（２・３号認定）

18：00～18：30 30分延長

保育時間（最大１１時間）

2，500／月
7:00

8:30

16:30

保育短時間
（２・３号認定）

18:00 19:00

7:00

9:00

教育標準時間

18：00～19：00 1時間延長

4，500／月

保育時間（最大８時間）
14:00

18:00 19:00

標準時間内延長

教育標準時間（５時間）

（１ 号 認 定）

預かり保育

延長保育、 一時保育、すこやか保育、体験保育、園庭解放、地域交流、育児相談など、
延長保育とは、保育標準時間の間に送迎できない方のために実施しています。
通常保育料以外の費用
： 日本スポーツ振興センター掛金、園外保育費用、帽子代、幼児主食費
標準時間内延長とは、短時間保育認定の方が保育標準時間内での送迎となる時の延長保育です。

通常保育料
以外の費用

乳児連絡ノート代(0,1,2 歳児)
※ どちらも申請いただき、園長の承認が必要です。別途延長保育料が必要です
粘土・粘土ケース(２歳児)、クレパス・自由画帳(3,4,5 歳児)
日本スポーツ振興センター掛金・カラー帽子代・幼児主食費・幼児園外保育費用
鍵盤ハーモニカ代（４．５歳児）、卒園写真代（５歳児）アルバム代（５歳児）
0・1・２歳児 よいこのつどい代（５歳児）、おけいこ帳代（５歳児）
・・・乳児連絡ノート代・粘土・粘土ケース （2 歳児のみ）
3・4・5 歳児

・・・クレパス・自由画帳・鍵盤ハーモニカ
（以下は 5 歳児のみ）おけいこ帳・卒園写真代・アルバム代
よいこのつどい参加費

特別保育事業

延長保育、一時保育、すこやか保育、体験保育、園庭開放、地域交流、育児相談など

保育の基本方針
１．乳幼児の、心身ともに健やかな育成を援助する。
２．保護者の就労を支援するとともに、家庭養育を補完する。
３．子どもと保護者の人権を尊重し、園の内外の子育て支援に努力する。

保育の目標

私たちの願う幼児像

「太陽の子をそだてよう」
１． 明るいあいさつが出来る
（あいさつから、楽しい出会いを）
２． 健康な心身をつくる
（いっぱいあそび、自分で考えて表現する）
３． 自然と親しみ 個性を活かす
（自然のなかで、個性を育てる）

1. 心身共に明るく たくましい子ども
2. 素直で いつも感謝の心を忘れない子ども
3. きまりを守り 友達と協力できる子ども
4. 自分で考え 自分で工夫する、個性豊かな子ども
5. あたたかい思いやりの心をもち 子供らしい夢をもつ子ども

保育の内容
●給食
・毎日、保育園で調理します。
・献立に、安全な食材を選び、旬の素材を取り入れ
季節感を感じられるようにしています。
・栄養のバランスを考慮し、和食を中心にした
献立にしています。
・食物アレルギーのこどもへの的確な対応を実施
しています。
・食事に関する興味・関心を高めるように
3 歳児以上クラスで、野菜を育てたりクッキング
保育を行っています。

●年間行事（保護者出席行事）
4 月 入園式・進級の集い
6 月 保育参観（3・4・5 歳児）
7 月 夕涼み会
10 月 運動会、保育参加（0・1・2 歳児）
12 月 音楽会
2 月 生活発表会
3 月 卒園式等
また、毎月お誕生会、避難訓練、発育測定を実施。
遠足や季節の伝承行事、地域との交流や伝統行事
なども取り入れています。

●家庭との連携
・毎月、園だより・献立表を発行します。
・掲示板に、緊急連絡やお知らせを貼り出します。
・個別には、送迎時に口答でお伝えしたり、乳児連
絡ノート・健康保健連絡票で、家庭での様子や
気になること、また、その日の保育のことやお
子さまの様子などを綿密に知らせ合い、連携を
図ります。
・クラス懇談、個別懇談保育参加の機会に話し合
いをします。

●保健衛生面
内科健診・・・年２回、
歯科検診・・・年１回(4,5 歳児のみ２回)
眼科検診・・・年 1 回(4,5 歳児)、
耳鼻科検診・・年 1 回(4,5 歳児）
尿検査を年 1 回行います。
●その他
・地域とのつながり(お年寄りとの交流、ｸﾘｰﾝ作戦
参加）、絵本の貸し出しなどをしています。

こどもたちの一日の過ごし方
7:00
乳児
順次登園
異年齢児と
遊ぶ
幼児

9:00

11:00

おやつ後
自由遊び
園庭遊び
園庭
遊び
運動
遊び

12:00 13:00

昼食

設定保育
or自由遊び

15:00

順次お昼寝

昼食

お昼寝（3．4歳児）
設定保育or
自由遊び（5歳児）

18：00～19：00

おやつ後
園庭or室内で
自由遊び

延長保育
異年齢児
と遊ぶ

順次降園

社会福祉法人報恩感謝会は ？
宗教法人解脱会（げだつかい）の会祖 解脱金剛尊者（岡野聖憲先生）が、戦後の混乱時代に、社会に
対する報恩感謝の一環として全国各地に設置された授産所のうちの一つで、財団法人報恩感謝神戸授産
所を前身として昭和２２年に設立されました。当時は、食糧の無料配給、衣料の更正・放出等を行い、
阪神間の人々に約５５万着の衣料を配布させていただきましたが、時代の推移と共に、社会福祉法人へ
組織変更し、現在市内に、
た か ら保育園（28 年度より幼保連携型認定こども園 予定）
あ さ ひ保育園（27 年度より幼保連携型認定こども園）
竹 の 台保育園
大
同保育園（28 年度より幼保連携型認定こども園 予定）
たかつか保育園
なでしこ保育園（西神医療センター付属院内保育所）
特別養護老人ホーム本多聞ケアホーム （定員 80 名）
本多聞高齢者介護支援センター （ﾃﾞｲｹｱ 60 名、ｼｮｰﾄｽﾃｲ 20 名）
以上の各施設を運営させて頂いております。

保育所併設型児童館あさひ児童館
神戸市立竹の台児童館
神戸市立秋葉台児童館

