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めぐみの園保育園

現時点での作成中のものであり、
変更となる場合があります。



運営事業者と保育園概要

事業所の名称 株式会社ニチイ学館

代表者氏名 代表取締役 寺田 明彦

法人の所在地 東京都千代田区神田駿河台2丁目9番地

法人の電話番号 03－3291－2121

主な事業内容 保育事業 ・ 医療関連事業 ・ ヘルスケア事業 ・ 教育事業

管轄支店
株式会社ニチイ学館 津支店 （教育・保育事業）
三重県津市羽所町700 アスト津11Ｆ
TEL：059-226-9717

名称 愛の園保育園 ・ めぐみの園保育園

所在地 津市豊が丘五丁目（法人本部棟内） ・ 松阪市岡本町428-2（特別養護老人ホーム内）

電話・FAX番号 TEL ：

施設長氏名

入所定員
6名 【 0歳児（生後57日以降）：2名，1歳児：2名，2歳児：2名】

※ 3歳以上～未就学児まで対応します。

職員数

基準の人員配置をします。
[保育] 0歳児 乳児数3名に対して職員数1名

1・2歳児 乳児数6名に対して職員数1名
※その他、施設長1名 加配置1名

[調理] 定員46人以上150人以下に対して職員数2名

取り扱う保育事業の
種類

月極保育 ・ 一時保育

嘱託医と内容

[小児科] 交渉中 〔内容〕
・定期健康診断（年2回）
・必要医療の提供（外来）

[小児歯科] 交渉中 〔内容〕
・児童歯科検診（年1回）
・必要医療の提供（外来）

●保育園概要

●運営事業者について
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開園日 月曜日～土曜日

保育時間 7：30～18：30

休園日 日曜日・年末年始（12月29日～1月3日）

●開園日・開園日時・休園日について



[保育理念]

おもいっきり遊ぶ おもいっきり学ぶ
私たちは、「やさしく・つよく生き抜く力」を育みます

[保育目標]
すくすく育つ／健全な心と健康な身体
・心と身体の発達の面で生活の基本を学びます。
・徳育、食育、体育を通して心と身体の両面の成長を促します。
・基本的な社会のルールやマナーを、集団生活の中で学びます。

わくわく遊ぶ／積極的に学ぶ好奇心 豊かな創造力と自己表現力

・遊びから始まるさまざまなアクティビティを通して、学ぶ好奇心を養成します。
・読み、かず、英語、科学などの学習を通して学ぶ楽しさと達成する喜びの機会をつくります。
・アートや音楽、遊びを通して感性を磨き、創造力と自己表現力を高めます。

いきいき過ごす／自ら考え行動する自発力 地域で育む思いやりと広い視野

・友達や周囲との関わりを通して、自と他の存在を知り、自ら考え、行動することを学びます。
・地域社会との交流を通して、協調性を身につけ、周りの人の気持ちを理解し、いたわることを学びます。

保育方針と保育計画

●保育理念・保育目標について

●保育計画について

『保育所保育指針』を基盤とした保育を実施いたします。

クラス 主な保育計画

0歳児
・保健的で安全な環境を提供し、心身共に安定を図る。
・一人一人の生活リズム・個性・発達に応じた信頼関係を築く。

1歳児
・保健的で安全・快適な生活を送ることができる環境を整える。
・保育士との信頼関係のもと、基本的生活習慣・遊びに興味を持つ。

2歳児
・快適な環境の、生命の保持と情緒の安定を図る。
・人との関わりに興味を持ち、言葉や遊びで関わりを持つ。
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保育内容
●年齢別 デイリー・プログラム（標準例）

0歳児 1～2歳児
終日混合保育
(土曜日）

7:30 混合保育 混合保育 保育

8:30
順次登園

検温・自由遊び
順次登園

検温・自由遊び
順次登園

検温・自由遊び

9:30
おかたづけ
朝の会

出席確認・歌

おかたづけ
朝の会

出席確認・歌

おかたづけ
朝の会

出席確認・歌

9:45
午前寝（必要に応じ）

おやつ・授乳

おやつ
おやつ
授乳

10：00

設定保育
戸外遊び・製作

絵画

10：15 設定保育
戸外遊び・製作

絵画

設定保育
戸外遊び
室内保育

10：45 給食・授乳

11：30 午睡準備

給食
11：45

午睡

給食・授乳
（年齢に応じて）

12：00 午睡準備

12：15
午睡

午睡準備・午睡
（年齢に応じて）

12：30

14：50
起床

検温・着替え
起床

検温・着替え
起床

検温・着替え

15：00 おやつ・授乳 おやつ おやつ・授乳

16：15
帰りの会
歌

帰りの会
歌

帰りの会
歌

16：30
降園準備
自由遊び
順次降園

降園準備
自由遊び
順次降園

降園準備
自由遊び
順次降園

18：30 降園終了 降園終了 降園終了
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●お散歩のコース

●主な行事（予定）

公園名

4月 入園式 保護者会 定期健康診断

5月 子どもの日 親睦会 『親子参加行事』

6月 虫歯予防の集い(栄養士のお話） 『参観可』 歯科健診

7月 七夕祭り 『親子参加行事』

8月 水遊び

9月 親子運動会 総合避難訓練

10月 ハロウィン 『英語参観』 定期健康診断

11月 七五三 ※2歳児対象

12月 クリスマス会 『参観可』

1月 保育＆給食参観（栄養士のお話） 『参観可』

2月 節分会 『参観可』

3月 ひな祭り会 『参観可』 保護者会 卒園式

毎月 お誕生日会 避難訓練 身体測定・衛生検査

その他 防犯訓練 ※隔月

5



[園方針]

①ニチイキッズでは食育の観点より「ご家族と一緒に過ごす食事の時間が大切」と考えています。

②朝食はご家庭で済ませてからご登園ください。

[献立]

①栄養士を配置し、成長段階に合わせた栄養管理・季節感のある献立を作成し、お子様の食に関する経験が広がり
深まるように、また、料理内容が偏らないように考慮いたします。

②有害な食品添加物や遺伝子組替え品、加工食品は極力使用せず、安全な食材を使用し、素材を活かす薄味とし、
お子様の味覚（甘味・塩味・酸味・苦味・旨味）の発達を促します。

③栄養士は、保育園での食事状況を把握し、食事内容の向上に努めます。

④補食（おやつ）は食事では補い切れない栄養素や水分を補うものと捉え、手作りを中心に提供いたします。

⑤献立表は毎月月末に保護者様へ配付し、毎日の食事サンプルを園内に展示いたします。お迎え時にご確認下さい。

[食育]

①お子様に、食べる事の楽しさを伝え、心の安定・味覚の発達を促すとともに食事のマナー・社会性・伝統食文化の伝承等、
食の教育（食育）を積極的に行います。

②ご家庭における離乳食や幼児食について、内容や量についてのご質問にもお応えいたします。ご相談ください。

[食物アレルギー]

①あらかじめ施設長又は栄養士にご相談ください。

②医師の指示に基づき、栄養士がアレルゲンの除去を基本に、保育園での給食提供において可能な範囲で対応いたし
ます（園指定の「食事箋」を提出していただきます)。

③食物アレルギー予防のため、保育園にて初めて食する食材がないようにご家庭で食した食材を連絡帳等でお知らせ
ください。

④定期的にアンケートを実施し、アレルギー等の状況を把握し、園内での周知徹底に努めます。

[ミルク]
①ミルク（はぐくみ）・哺乳ビンは、園で用意いたします。

②母乳で来園を希望される場合は、ご相談ください。

①おしぼり・エプロンは、毎日きれいに洗い清潔なものを持ってきましょう。

②朝食を食べさせてから登園しましょう。朝食を摂ると脳は活発になり、身体も活動できる準備ができます。

食事

●食事について
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■離乳食の１日の目安

区分 1歳頃 2歳頃

食事の回数 3回 3回

補食の回数 1～2回 2回

食べ物の大きさ
・硬さ等

●前歯で噛み切れたり、奥歯でつぶせ
る硬さ
●スプーンにのり、口に入りやすい大
きさ

●奥歯ですりつぶせる硬さ
●一口大や、すくいやすい大きさ
●様々な大きさのものを取り混ぜる
●スプーンやフォークが扱えるように
様々な食べ方を経験

月齢 5～6ヶ月 7～8ヶ月 9～11ヶ月 12～18ヶ月

食事回数 1回1さじ程度～ 2回 3回 3回＋補食

園の提供時間
10：45

15：00（おやつ）
10：45

15：00（おやつ）
10：45

15：00（おやつ）
11：30

15：00（おやつ）

料理形態
液状（重湯・スープ）

なめらかに
すりつぶした状態

舌でつぶせる
かたさ

歯茎でつぶせる
かたさ

歯茎で噛める
かたさ

■幼児食の１日の目安

※朝食と夕食はご家庭で摂取してください。
※ニチイキッズでは食育の観点より「ご家庭と一緒に過ごす食事の時間が大切」と考えております。
しかしながらご家庭で離乳食を進めるのが厳しい場合はご相談ください。

※食物アレルギー予防のため、保育園にて初めて食する食材がないようにご家庭で食した食材を連絡帳等で
お知らせください。

①厚生労働省の食中毒・ノロウィルス等に対する方針に基づいた弊社オリジナルの「衛生管理マニュアル」に基
づくスタッフ研修を行い、お子様の安全を守るべく、スタッフの意識・スキルを高めます。

②調理については、加熱食材はすべて加熱して、中心温度が85度以上になるようにしています。

③調理器具や食器は、熱風消毒庫で消毒し、保管庫で管理します。

④外部委託業者（東京サラヤ）による巡回衛生指導を年1回、細菌検査を年２回実施しています。

⑤全職員は毎月「腸内細菌検査」を実施しています。

●衛生管理について
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母子手帳などに記載されている定期検診・予防接種などについては、保健所へご相談ください。
また、予防接種などを済まされた際は、連絡ノート等にて園にお知らせください。

[各種検診]

嘱託医による定期健康診断：年２回、歯科検診：年１回

[身体測定]

毎月１回身長・体重の測定を行い、結果は連絡帳に記載いたします。

[与薬]

①原則致しません。

②かかりつけ医を受診するときは、お子様が現在保育園に入園している旨を伝え、可能であれば1日2回の
処方や、1日3回の場合、時間を変更し、朝・夕・夜寝るときに服用しても良いかどうかをお尋ねください。

③やむを得ず保育園に与薬を依頼する際は、医師が処方した薬のみにさせていただきます。また、初めて使
用する薬については対応できません。初回は保護者様が与え、お子様の様子をご確認ください。

④園指定の「服薬介助内容確認及び同意書」に保護者様がご記入・押印の上、服用する分のみ（1回分）を
お持ちいただき、その都度職員にお渡しください。

⑤与薬事故防止のため、袋や容器、包みなどの一つ一つにお子様の名前を記入してください。

⑥座薬、吸引薬はお預かりできません。但し、やむを得ない場合（熱性けいれんや気管支喘息など）は医師
からの診断書（具体的指示が書かれたもの）を提出してください。使用にあたっては、その都度保護者様に
ご連絡しますのでご了承ください。

[感染症]

①感染症と診断された場合は、登園できません。

②症状が現れた時には、早めに医師の診断を受け、必ず園にお知らせください。

③感染症の発症児が出た場合は予防と注意喚起のため、園内掲示（園児名は記載いたしません）で皆様に
お知らせします。

④保育園は抵抗力の少ない子どもたちが集団で長時間生活する場です。感染症の集団発症や流行をでき
るだけ防ぎ、子どもたちが快適に生活できるように、回復後の登園時は、下記の一覧に沿い、医師が記入
した園指定の「登園許可証」または、医師の診断を受け保護者が記入した「登園届」を提出してください。

⑤「うつさない・うつらない」ためにもご協力宜しくお願いいたします。

健康管理

●健康管理について
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■医師の診断を受け、保護者が記入する登園届が必要な感染症

感染症名 感染しやすい時期 登園の目安

麻しん 発症1日前から出現後の4日後まで 解熱後3日を経過してから

インフルエンザ
症状が有る時期
（発症前24時間から発症後3日程度まで
が最も感染力が強い）

発症した後5日を経過し、かつ、解熱した
後2日（幼児にあたっては、3日）を経過
するまで

風しん 発しん出現の前7日から後7日間くらい 発しんが消失してから

水痘（水ぼうそう）
発しん出現1～2日前からかさぶた形成
まで

すべての発しんがかさぶたになるまで

流行性耳下腺炎
（おたふくかぜ）

発症3日前から耳下腺腫脹後4日
耳下腺、顎下腺、舌下腺の腫脹が発現
した後5日を経過し、かつ、全身状態が
良好になるまで

結核 感染のおそれがなくなってから

咽頭結膜熱（プール熱） 発熱、充血等症状が出現した数日間 主な症状が消え2日経過してから

流行性角結膜炎 充血、目やに等症状が出現した数日間
感染力が非常に強いため結膜炎の症状
が消失してから

百日咳
抗菌薬を服用しない場合、咳出現後
3週間を経過するまで

特有の咳が消失するまで、又は5日間の
適正な抗菌性物質製剤による治療が終
了してから

腸管出血性
大腸菌感染症

（0‐157・0‐26・0‐111等）

症状が治まり、かつ、抗菌薬による治療
が終了し、48時間をあけて連続2回の検
便によっていずれも菌陰性が確認され
てから

溶連菌感染症
適切な抗菌薬治療を開始する前と開始
後1日間

抗菌薬内服後24時間～48時間経過して
いること

マイコプラズマ肺炎
適切な抗菌薬治療を開始する前と開始
後数日間

発熱や激しい咳が治まっていること

手足口病
手足や口腔内に水疱・潰瘍が発症した
数日間

発熱や口腔内の水疱・潰瘍の影響がな
く、普段の食事がとれること

伝染性紅斑（リンゴ病） 発しん出現前の1週間 全身状態がよいこと

ウイルス性胃腸炎
（ノロ・ロタ・アデノウィルス

等）

症状のある間と、症状消失後1週間
（量は減少していくが数週間ウイルスを
排泄しているので注意が必要）

嘔吐・下痢等の症状が治まり、普段の食
事がとれること

ヘルパンギーナ
急性期の数日間（便の中に1ヶ月程度
ウイルスを排泄しているので注意が必
要）

発熱や口腔内の水疱・潰瘍の影響が無
く、普段の食事がとれること

ＲＳウイルス感染症 呼吸器症状のある間
呼吸器症状が消失し、全身状態がよい
こと

帯状疱疹 水疱を形成している間 すべての発しんがかさぶたになるまで

突発性発しん 解熱し機嫌が良く全身状態が良いこと
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■登園届の必要がない感染症（ただし医師の判断を受けてから登園）

[その他傷病に伴う体調不良]

■登園時

嘔吐・下痢・病的なせき等の症状がある場合は、原則としてお預かりできません。ご了承ください。

■保育中
①発熱以外の傷病発生時(嘔吐・下痢・病的なせき・目やに・発疹・痛み等の症状）には、保護者様にお子様の
状況・症状をお知らせし、受診の必要性やお迎えの時間等をご相談させていただきます。

②緊急連絡先に連絡がつかない場合や、お子様の容態等により、当園の判断にて医師の診察を受ける場合
がございます。ご了承ください。

[その他]
①ＳＩＤＳの予防のための職員研修、応急処置・救命処置の職員研修を実施いたします。
②虐待防止への対応をいたします。
③個々の健康記録票を作成し、状況を把握いたします。
④お子様の体調については、細かくお知らせください。
⑤予防接種を受けた当日は容態を確認するためにもご自宅での静養をお願いいたします。
⑥お子様の体調管理のため、朝食を食べてからの登園をお願いいたします。

感染症名 注意事項

伝染性膿痂疹（とびひ）
ガーゼなど通気性のよいもので覆い、他の子どもが接触しないようにする。浸出液
の多いときは登園を控える方が望ましい

伝染性軟属腫（水いぼ） 掻きこわし傷から惨出液がでているときは被覆すること

頭しらみ 医師の診断を受け、スミスリンシャンプー・パウダー等で駆除を開始していること

感染性胃腸炎
発熱・嘔吐・下痢等の症状が治まり普段の食事が取れる様になってからの登園が
望ましい

※不明発しん症・川崎病については全身状態が良好であれば登園可能ですが、医師の診断を受けてから登園
してください。

●お子様の体調不良時の対応について

[発熱に伴う体調不良]

■登園時
体温が37.5℃以上の場合は、ご自宅での静養をお願いいたします。
病児の症状の重篤をおさえ、早期回復とともに、他の児童への影響を考慮しておりますので、ご了承ください。

■保育中
①体温が37.5℃を超えた場合は、緊急連絡先へご連絡いたします。原則としてなるべく早めにお迎えにお越しい
ただけるようお願いいたします。

②体温が38.0℃以上の場合は至急お迎えにお越しいただき、医師の診断後、ご自宅にて静養をお願いいたしま
す。

③緊急連絡先に連絡がつかない場合や、お子様の容態等により、当園の判断にて嘱託医の診察を受ける場合
がございます。ご了承ください。
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●賠償責任保険について

下記賠償責任保険に加入しており、万一の事態にも適切に対応いたします。

安全管理・衛生管理

保険の種類 賠償責任保険（損害保険ジャパン日本興亜株式会社）

保険事故(内容） (1)対人事故・対物事故共通 (2)受託物危険

保険金額

(1)対人事故・対物事故共通・・・1事故につき3億円
（ただし、食中毒等の製造物完成作業危険については期間中3億円)
（例）弊社保育従事者が、誤ってお子様の指をドアに挟んでケガをさせてしまった場合
(2)受託物危険・・・1事故につき3,000万円(期間中3,000万円)
(例)弊社保育従事者が、保護者様からお預かりした玩具等を壊してしまった場合

契約期間 1年毎の更新

●安全管理について

各種マニュアルを作成し対応いたします。

防犯対策

●出入口は常時施錠し、インターホン対応・視覚による対応を行い、不審者の侵入防止を
図ります。

●警察、警備会社に直結した緊急通報装置の設置により、早期対応を図ります。
●万が一に備え、隔月の定期的な防犯訓練を実施いたします。

災害時の対応

●毎月の避難訓練は様々な災害を想定し実施いたします。
●災害警戒宣言が開園前に発令された場合は登園をお控えください。また、登園後発令さ
れた場合、早めにお迎えにお越しください。

●災害発生後、お子様のお引渡しは、基本的には園ですが、災害の状況により下記の避
難場所に避難いたします。保育園に連絡の上、早めにお迎えにお越しください。
なお、保育園の電話が繋がり難い場合は「災害伝言ダイヤル171」にて施設の状況をご
確認ください。（171⇒2⇒022-387-0250⇒受診⇒終了）

●避難場所・・・
●防火管理責任者・・・

●衛生管理について

各種マニュアルを作成し対応いたします。

衛生管理
●施設・遊具・玩具の定期的清掃・消毒を実施いたします。
●感染症対策、保育室の温度、湿度管理、プールの衛生管理、排泄物、嘔吐物等の取り
扱い等について適切に対応いたします。

●緊急時連絡先について

嘱託医

救急隊

警察署
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●個人面談の実施について

入園までの流れ／スケジュール

●入園までのスケジュールについて

入園説明会時の
面談

新入児童を対象に個人面談を実施いたします。

手順 スケジュール 配布（保育園→保護者様） 提出（保護者様→保育園）

1
●入園申込

2
●保育施設等利用のた
めの面接
（園、保護者、児童）

3 ●利用調整結果通知

4 ●入園説明会
（個人面談）

①入園のしおり
②児童票
③アレルギーに関する食物調査
④食事箋
⑤延長保育申込書
⑥服薬介助内容確認及び同意書
⑦登園届
⑧口座振替依頼書
⑨取材及び肖像使用等に関する
同意書

⑩健康管理カード
⑪日本スポーツ振興センター
同意書

提出期日： 月 日（ ）

●提出する書類②～⑩
※④は該当の方のみ。
※⑦はこれから必要に応じて使
用します。
※⑪は希望者のみ。

●乳幼児医療費助成受給者証
（写し）

●保険証（写し）

5 ●入園式

●入園当初の保育（慣らし保育）

お子様の精神的な負担がご心配な保護者様には、お子様の負担軽減のため、入園当初の数日間は保育時
間の調整を行うことができますのでご相談ください。
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●入園前準備チェックシート
※すべての物に名前の記入をお願いいたします。

入園までに準備していただくもの

※玩具等の私物は、破損・紛失の可能性があるため、持ち込みをご遠慮いただいております。
※★印の付いている物は、毎日お持ちください。
※▲印の付いている物は、必要に応じてお持ち下さい。
※ミルク・哺乳ビンは、園で用意いたします。
※半年に一度、「ティッシュペーパー（5個組）」1パック持参のご協力をお願いしております。

レ 持ち物 使用用途・目的等

通常保育 一時保育

0歳 1歳 2歳 0歳 1歳 2歳
3歳
以上

バスタオル(2枚) 都度、持ち帰り洗濯して
ください。
*お昼寝をしない場合は
不要です。

● ● ● ● ● ● ●

パジャマ袋・
パジャマ

● ● ●

下着 通常保育のお子様は
は3組以上。

*1歳以上のお子様は、
着脱の練習を促がす
ため、つなぎの服はお
控えください。

● ● ● ● ● ● ●

着替え（上・下） ● ● ● ● ● ● ●

着替え袋 ● ● ●

★紙おむつ 必要枚数。 ● ● ● ● ● ● ▲

おしりふき
ケースに入れてご用意
下さい。

● ● ● ● ● ● ▲

★おむつ交換用
タオル

おむつ交換時に毎回使
用。

● ● ● ● ● ● ▲

★エプロン 食事・おやつ時に使用。
回数分ご用意ください。
（延長保育の場合は夕
補食時の分も）

● ● ▲ ● ● ▲

★食事用おしぼり
（お口ふきタオル）

● ● ● ● ● ● ●

★歯ブラシ・コップ・
袋

歯ブラシは定期的に交
換してください。

● ● ● ● ●

★ビニール袋
１日2枚必要です。
（衣服用・おしぼりとエ
プロン用）

● ● ● ● ● ● ●

★帽子 ● ● ● ● ●

運動靴
緊急時に使用。園にて
お預かりいたします。

● ● ●
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●その他の料金（税込）

料金 通常保育

おむつ（持参分が不足した場合） 86円/1枚 ▲



●保護者様への連絡・コミュニケーションについて

保護者様への連絡と園からのお願い

①日々の生活を出席ブック（連絡ノート）に記載します。
②送迎時には保護者様とのコミュニケーションを積極的に行い、信頼関係を築きます。
③毎月「園だより」「献立表」「保健だより」「給食だより」を発行し、行事や連絡事項等の情報を共有します。
④定期的に保護者会・運営委員会を開催し、意見交換の場を設け、利用者の立場に立った良質な保育を行います。
⑤質問や苦情には担当の窓口を設置し、早急な対応が出来るよう配慮いたします。

⑥行事や保育参観及び保育参加を通じ、お子様の日常生活の様子を保護者に伝える機会を設けさせていただきます。

●保育内容に関する相談等について

相談・苦情処理受付
担当者

保護者会
年に1～2回の開催を予定しております。
園からは行事や出来事等、運営委員会の内容等に関することについてお知らせしま
す。また、保護者様からのご意見をいただく場ともしております。

運営委員会

年2回開催予定です。
保護者代表・事業者が様々な内容について意見を交換し、利用者の立場に立った良
質な保育を行うために開催するものです。
【構成】
①保護者代表 3名 ②外部委員（社会福祉事業の知識経験者） 1名
③保育園代表（園長、主任） 2名 ④事業者（ニチイ学館） 1名

第三者委員
保護者様からの苦情に適切に対応をする体制を整えるため、保護者様の立場や特
性に配慮した対応を推進する第三者委員を設置いたします。

①連絡帳には、食事・排便・朝の体温等、家庭での様子を出来るだけ詳細に記入するようにしてください。
日頃の様子で、ご心配なことがございましたら、園にご相談ください。

②通常及び災害時におけるお子様の確認の為、タイムカード（送迎表）の打刻を登園降園時にお願いします。
③当日の欠席は、通常の登園時刻又は午前９時までにご連絡ください。
④登園が遅れる場合は、通常の登園予定時刻までにご連絡ください。
⑤お迎えが遅れる場合は、お約束いただいている時間までにご連絡ください。
⑥お知らせやお願いを掲示板に掲示いたします。毎日ご確認ください。
⑦保育参観・保育参加・保護者会等にはご都合をつけてご参加ください。
⑧入園時に提出していただいた書類等の内容が変更になった場合は、その都度お知らせください。
⑨駐車場内ではお子様の手を離さないようにしてください。又、事故にも十分お気をつけください。
⑩園近隣の無断駐車はご遠慮ください。
⑪車から離れる時は、必ずエンジンを止めて施錠し、貴重品は置かないようにしましょう。
⑫個人情報保護の観点から、運動会、発表会等の行事以外の園内の撮影はご遠慮ください。又、携帯電話の
カメラ機能で撮影した映像のインターネット等への掲載は絶対なさらないようお願いいたします。

●園からのお願い
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●個人情報の取り扱いについて

当園で知り得たお子様、保護者様及びそのご家族等に関する個人情報は、個人情報保護法にもとづいて、適正
に取り扱いいたします。




