
 

      

笑顔いっぱい・花いっぱいのほいくえん 

      
社会福祉法人  愛育福祉会 

みすまる保育園 
〔住所〕〒653―0814 神戸市長田区池田広町 3番  TEL(078)691-6220・FAX(078)691-8161 

                    

 
〔園舎の構造〕 鉄筋コンクリート造り 2階建て 

（全室冷暖房完備・0歳児保育室床暖房完備）     

〔規   模〕 ・敷地面積 1,200.71 ㎡ ・建築面積 520.01㎡ ・延床面積 763.8㎡ 

 

  

〇施設の種類  保育園 

○定 員   １２０名（2号 66名・3号 54名） ○入園できる年令  6ヶ月～就学前迄 

○保育時間  7：00～19:00 

   7:00      9:00                    17:00      18:00     19:00  

保育標準時間 保育短時間・保育標準時間 保育標準時間 延長保育時間 

○休 日   日曜、祝日、国民の休日、年末年始（12/29~1/3） 

○職員数   ２４名（園長．主任、保育士１７名．栄養士１名．調理師 1名、パート調理師・事務員・雇用員各１名） 

○嘱託医   内科．歯科．眼科．耳鼻咽喉科 

○給 食   ・完全給食 ・おやつ 乳児１０時と３時、幼児３時（週 2～3回手づくり） 

・アトピーや食物アレルギーに対する除去食については栄養士により対応 

・健康に配慮し、主食は麦御飯、副食は魚介・海草・野菜・果物等を多く、食材は可能な限り、国産で 

新鮮な旬のものを使用しています 

○服 装   ・体操服を着用します。（１才以上児全員・保護者購入 体操服（長袖）１690 円（半袖）990 円 半ズボン 900 円）  

       ・３才以上児は、園外保育、行事等にはスモック（園で購入）を着用します。 

・４才・５才児は、特別行事及び卒園式には制服（園で購入）を着用します。 

（カッターシャツ・ブラウスのみ保護者購入 2000円程度） 

○保育料以外の費用 ・幼児主食代（1日 70円×登園日数分） ・親子遠足保護者バス代（2500円程度） ・延長保育料 

○家庭との連携   園だより、お知らせお願い文書、行事予定表、給食献立表、連絡帳、口頭により 

          情報を提供、又、クラス別保育懇談の他に、個人的子育て相談にも対応致します。  

[創立]昭和 57年 5月 1日 

理事長  松田 晴吉（ﾊﾙﾖｼ） 

園 長  西田 由加里 

 

〔最寄り駅〕 

神戸高速 ：高速長田駅下車 

市営地下鉄：長田駅下車 

市バス停 ：長田神社前下車 

（徒歩 10分） 

 

長
田 



＊ 見学も随時行っています。ご希望の方は、事前に電話連絡の上お越し下さい。 

保育の基本方針 

 「みすまる」とは、美しく調和するという意味の古語です。 

 この調和の精神を基本とし、物事の「けじめ」がつけられ「いのち」の尊さと美しさを直観できる 

 豊かな感性を持ち、総てに感謝する事の出来る人間に育てると共に、乳幼児の生命及び心身を養護し、 

 潜在能力を開発育成し、人間としての基礎を築くことを目的としています。 

 

◎ 生命の尊さを自覚する（思いやりの心）  ◎ 健全な身体と精神を養う（鍛錬する心） 

◎ 自立心と忍耐心を培う（我慢強い心）   ◎ 人間としての基本道徳を身につける（感謝の心） 

◎ 情操豊かな人間に育てる（感動する心）  ◎ 幼児が秘めている無限能力を開発する（やればできる心） 

      注  保育方針の酷似した園がありますが、本園とは関係ありません 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行事内容 

4月 入園式・進級式・お花見             

5月 創立記念日（1日）・春の遠足 

   みすまるまつり・健康診断 

6月 歯科検診・田植え（ミニ水田） 

保育懇談・尿検査 

7月 プラネタリウム見学 

   七夕まつり・小さな音楽会 

   眼科検診・耳鼻咽喉科検診 

   プール開き・お泊まり保育 

   プールあそび大会 

8月 夕涼み会 

9月 お月見会 

10月 運動会・秋の遠足 

    敬老会 

    長田区 5歳児交流会 

11月 作品展・マラソン開始 

   健康診断・保育参観 

12月 お餅つき・稲の脱穀精米 

   たのしいつどい（クリスマス） 

   歯科検診（４・５才児） 

1月 よい子の集い参加（公私合同） 

こままわし大会・視力検査 

サッカー大会参加力検査 

2月 節分豆まき・ぎょう虫検査 

   なかよしフェスティバル参加 

3月 のびゆく集い（生活発表会） 

 お別れ遠足・お別れのつどい 

お別れ食事会・マラソン大会 

卒園式・修了式     

 

    

    

乳児（3才未満児） 

7：00 延長保育児登園 

7：30 特例保育児登園 

8：00 平常保育児登園 

    好きなあそび 

   （玩具・絵本など） 

9：00 排泄 

    屋外あそび 

    集合．体操 

10：00 ミルク 

    みんなと一緒に 

    楽しいあそび 

11：00 手洗い．うがい 

    昼食．歯磨き 

12：00 午睡 

     （静かな音楽） 

13：00 

 

14：00 目覚め 

15：00 手洗い．うがい 

    おやつ．歯磨き 

    みんな仲良く 

16：00 自由保育 

     好きなあそび 

     お迎えを待つ 

17：30 平常保育児降園 

18：00 特例保育児降園 

19：00 延長保育児降園 

 

 

 

 

幼児（３才以上児） 

7：00 保育標準時間児登園 

    室内自由あそび 

8：40 屋外あそび    

9：00 保育短時間児登園 

    片付け．集合 

    体操．乾布摩擦 

9：30 朝の集い 

        手洗い・うがい 

 

10：00 組別保育 

     

11：00   

11：30 手洗い．うがい   

昼食．歯磨き 

12：00   

    静かなあそび 

13：00 屋外あそび 

 

14：00 組別保育  

15：00 手洗い．うがい 

    おやつ 

    歌いましょう 

    一日の終わり 

16：00 屋外あそび 

    好きなあそび 

     お迎えを待つ 

17：00 保育短時間児降園 

18：00 保育標準時間児降園 

19：00 延長保育児降園 

 

 

その他 

毎月 

 避難訓練 

 発育測定 

 誕生日会 

 楽しい集い 

 体育あそび 

 園外保育 

 音楽指導 

   （幼児） 

 体育指導 

（幼児） 

 良い子の会 

   （４・５才児） 

 音楽鑑賞 

（５才児） 

 

 

 

毎週（月） 

 園長と幼児組 

朝の集い 

 

 

 歌唱指導 

 

 

 清掃奉仕 

 

毎日の生活のながれ 年間行事予定表 

乳児（3才未満児）         

7：00 保育標準時間児登園 

    好きなあそび 

     

9：00  保育短時間児登園 

    好きなあそび 

   （玩具・絵本など） 

排泄、屋外あそび 

    集合．体操 

    ミルク 

10：00 朝のおやつ 

    みんなと一緒に 

    楽しいあそび 

11：00 手洗い．うがい 

    昼食．歯磨き 

12：00 午睡 

     （静かな音楽） 

13：00 

 

 

14：30 目覚め 

15：00 手洗い．うがい 

    おやつ 

    みんな仲良く 

16：00 自由保育 

     好きなあそび 

     お迎えを待つ 

17：00 保育短時間児降園 

18：00 保育標準時間児降園 

19：00 延長保育児降園 

 

 

 

 


