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平成３１年度 事業報告 

 

 

基本方針  生命尊重の保育確立と心の教育の推進 

 

   （１）児童福祉法による乳幼児の保育をする。 

   （２）延命子育地蔵尊の慈愛心に護られ保育する。 

   （３）仏教保育三網領を基盤とし 

 

    明るく 正しく 和よく をモットーに乳幼児期の 

    人としての 園児の主体的活動を促し豊かな情操を 

        養うために心を育てる保育をする。 

 

   （４）家庭 地域と連絡をとり保育する。 

 

保育の目標 

 

   乳幼児期における保育は、家庭との連携を図りながら、生涯にわたる 

   人間形成の基礎を培う大切なものであり、生きる力を育成し、一人一人が 

   幸せになるよう次の目標達成に努める。 

    

    （１）生命尊重の保育を行おう      ・・・慈心不殺・・明るく 

    （２）正しきを見て絶えず進む保育を行おう・・・仏道成就・・正しく 

    （３）よき社会人をつくる保育を行おう  ・・・正業精進・・和よく  
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職員配置基準 

 

職 種 国都定数 在籍人数 備 考 

施設長 １ １  

副園長 

９ 

１  

主任保育士 １  

保育士 １０  

栄養士 

２ 

３ 1名育休職員 

調理師 ０  

非常勤職員(保育) ０ １ 保育資格なし 

非常勤調理員 ０ ２  

計 １２ １９  

嘱託医  １  

嘱託歯科医  １  

リトミック指導員  １ 小原 講師 

絵画指導員  １ 東 講師 

総計 1２ ２３  
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職 務 分 担 表 

 

 

職 種 氏 名 
在籍年数 

(年目) 
経験

年数 職  務 

園 長 樋口 明道 ８ ２１ 施設運営管理・出納管理 

保

  

育

  

士 

副園長 荒牧 匠平 ８ １２ 園長補佐･事務及び保育（フリー） 

主任 塚本 あつ子 ８ １８ 保育士統括・現金出納職員 

副主任 河村 朗磨 ３ ９ 

フリー 副主任補佐 平井 孝佑 ６ ９ 

 山本 薫 ２ ５ 

 クラス名 年齢区分 定員 

 酒井 はるか ３ ２ ふじ ５歳児 １２ 

 佐々木 涼子 ２ １７ ひまわり ４歳児 １２ 

専門分野リーダー） 井上 大碁 ８ １０ ばら ３歳児 １２ 

専門分野リーダー  井手 美冴 ８ ７ 
さくら ２歳児 １２ 

副主任補佐 石川 智阿希 ７ １０ 

 廣松 桃子 ３ ２ 
ちゅうりっぷ １歳児 １２ 

 増田 史子 ３ ６ 

栄養士 
増田 亜沙子 ８ １２ 献立作成・調理係統括 

新井 裕子 ２ ５ 献立作成・調理係統括 

栄養士 長沼 杏奈 １ ０ 献立製作・調理 

調理員 
井上 君子 ４ ３７ 非常勤 

車 熈道 ４ １８ 非常勤 

保育補助 貝貫 美華 ３ ２ 非常勤 

 

園 医 井出 雅生 ８ ４１ 園児健康管理(今泉５年) 

歯科医 中澤 正博 ８ ３６ 園児歯科管理(今泉１０年) 

リトミック 小原 美緒子 ７ １３ リトミック指導 

絵 画 東 力 ７ ２１ 絵画指導 



(5) 

職員健康管理 

 

 

児童の健康管理 

 

 

区 分 対象者 年回数 実施期間 延べ人数 

一般健康診断 

胸部Ｘ線検査 

血圧測定 

尿検査 

心電図 

全職員 

1回 １２月 

１８ 

腹囲 
35才の方と40

才以上 
８ 

インフルエンザ予防接種 全職員 １回 １１月 １８人 

腸内細菌検査(検便) 職員 １２回 毎月 
２０４人 

(17名×12回) 

区分 年回数 実施日(予定) 延べ人数(予定) 

内科健診 ２ 
 5月１７日 

10月１５日 
１１２名(5６名＋５６名) 

歯科健診 ２ 
 6月４日 

11月７日 
１１１名(5５名＋5６名) 

蟯虫検査 １ ５月 
１５名 

(2歳児12名＋3歳児以上若干名) 
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研修報告 

 

 

 

研修日 研修名 研修内容

4月16日 AED園内研修 AEDの使用方法、CPRの方法 全職員
4月17日 運動リーダー 井上
5月15日 幼保合同 子どもの発達と保育者の援助 酒井
5月22日 運動リーダー 井上
5月29日 東仏保 教育要領の改訂～今までの保育・これからの保育 佐々木
6月5日 私立保育園栄養士懇談会 情報交換 長沼
6月7日 特定給食施設指導連絡会 給食施設の食中毒予防について 長沼
6月12日 幼保合同 協同性をはぐくむ保育者の援助の役割 平井
6月19日 運動リーダー 井上
6月23日 浄保関東 河村 井上 増田史
6月25日 東仏保施設見学 妙福寺保育園 山本 佐々木
6月26日 運動リーダー 平井
6月26日 東社協保育部会給食担当者講習会 子どもの咀嚼について 新井
7月3日 東仏保 みんなに好かれるよりもみんなを好きになれる人 佐々木
7月3日 幼保合同 酒井

７月22.23日 日仏保
インクルーシブな保育を考える、出会いに育まれるいのち、子ども
のこころを育む歌等

河村 平井

8月2日 生活規範意識向上講座 子どもたちの規範意識を育てるには 河村
8月23.24日 浄保全国 児童虐待防止について・ワークショ・ップ遊びが生まれていますか 平井 増田史

9月9日 保健連絡会 支援を要する子供の能力を伸ばすかかわり方 河村
9月11日 東仏保 あそびに学びに 佐々木
9月11日 運動リーダー 平井
9月12日 保育実践強化研修 2 井手
9月18日 幼保合同 協同性をはぐくむ保育者の援助の役割 平井
10月16日 東社協保育部会給食担当者講習会 指針・教育要領の改訂のポイント 新井

10月29日 感染予防研修 保健所における感染予防対策 増田史

10月30日 東仏保施設見学 光輪幼稚園 佐々木 山本
10月31日 公開保育 千鳥保育園 山本
11月1日 わかばの家 事例を通した子どものさぐり方と分析 増田史
11月8日 わかな保育園園内研修 平井
11月20日 東仏保 佐々木

11月24.25日 キャリアアップ研修 障がい児保育 平井
11月28日 私立保育園栄養士懇談会 給食パネル展に展示する献立の実習
12月4日 幼保合同 酒井
12月5日 運動リーダー 久が原保育園 井上
12月6日 エリアネットワーク研修 発達に遅れや偏りがある子どものアセスメントと支援方法 石川
12月11日 職員成道会 長沼
12月11日 わかばの家 増田史
12月14日 園内研修 接遇とは　　電話対応 全職員
12月16日 わかばの家 増田史
1月29.30.31日 総合保育事例研修 公立保育園の事例報告 平井 山本
2月5日 東仏保 佐々木
2月3.17.23日 キャリアアップ研修 保護者支援 平井
2月6日 公開保育 わかば保育園 井上
2月11日 私立保育園連合会 平井 河村 増田史
2月12日 保育実践強化研修 保育現場の人間構築について 井上
8月28日 保幼小合同研修 保幼少の円滑な連携を目指して 酒井
10月3日 交通安全指導研修 普通救命講習・子どもへの交通安全指導 廣松
11月27日 保育実践強化研修 手遊びなど 廣松
2月7日 私立保育園栄養士懇談会 大田区保育園給食パネル展見学 長沼
2月21日 東社協保育部会給食担当者講習会 食物アレルギー児への保育園での対応 長沼

受講者
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年間実施行事 

※毎週、朝のお参り、毎月、お誕生日会があります。 

避難訓練  月１回実施（年１回鵜の木出張所と合同訓練【１１月実施】）  

防犯訓練  年１回実施【１月実施】 

4月 

花まつりお参り(8日) 

入園式・進級式(８日) 

対面式・入園記念写真(１９日) 

保護者会(２０日) 

もみじの会(２５日) 

年長組土手遠足(２３日) 

10月 

衣替え(１日) 

運動会3・4・5歳児(５日) 

年長児芋掘り遠足(１１日) 

内科検診(２２日) 

保育参観[１・２歳児] (２５日)中止 

お十夜(24日) 

もみじの会(２４日) 

 

5月 

母の日(１２日) 

内科検診(１７日) 

お施餓鬼(２４日) 

バス遠足(３１日) 

もみじの会(23日日) 

11月 

移動動物園(１日) 

歯科検診(７日) 

祝七五三(１５日) 

保育参観・保護者会(3・4・5歳児)（15日） 

もみじの会(２８日) 

お遊戯会（３０日） 

6月 

衣替え(1日) 

歯科健康教室（4日） 

歯科検診(２７日) 

父の日(１６日) 

給食試食会(２１日) 

もみじの会(２７日) 

プール開き(２４日) 

12月 

年長児成道会(３日) 

成道会お参り(６日) 

バイキング(６日) 

おもちつき(１９日) 

 

7月 

七夕まつり(５日) 

七夕おくり(８日) 

お地蔵まつり(24日延命寺にて) 

もみじの会(２５日) 

1月 

保育参観[1・2歳児](６日から) 

個人面談(全クラス６日から) 

もみじの会(２３日) 

8月 

 

 

 

 

 

 

2月 

節分(３日) 

涅槃会お参り(１４日) 

人形劇(１３日) 

もみじの会(２７日) 

お店屋さんごっこ(２７日) 

公開リトミック(２６日) 

防犯訓練(２０日) 

9月 

防災の日・園児引渡し訓練(２日) 

プール納め(１３日) 

敬老の日(１６日) 

もみじの会(２６日) 

 

 

3月 

ひなまつり(3日) 

交通安全教室(コロナにより中止) 

新入園児面接(１０日) 

新入園児ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ(１４日) 

お別れ会・バイキング(１９日) 

修了式(１９日) 

卒園式(２１日) 

もみじの会(コロナにより中止) 
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平成３１年度実施事業 

 

○ 地域の中学生による職業体験 ４名 

ボランティア活動の受け入れ ４名 

 

○ 鵜の木特別出張所もみじの会(高齢者)との交流事業 

 

○ パートナー保育 受け入れ ２８名 

 

○ 他園との交流 アスクうのき保育園 

 

○ 体験保育受入事業 ２名 

 

○ 今泉保育園との職員交換事業 

 

○ 園内研修 

4/１６  AED/CRP訓練 

１２/１４ ANAマナー・接遇研修 

２/２１  田園調布消防署による保護者向け出前訓練 

 

○ 退職職員 ３名[保育士２名／保育補助１名] 

○ 産休・育休取得職員 １名[給食] 

○ 次年度採用職員 ２名[保育１名／非常勤保育士１名] 

 


