【保育理念】
やわらかな芽をのびやかに、ふたばを育むように
～ 土（よい環境）と太陽（愛情）と
水（適切な援助）を子どもたちに ～

ふれあいと
あたたかい

理事長・園長の勝田です。
私の両親がこの地域の方々と力を

その子らしく、ありのままでいられる環境の中で

合わせて、通称「双葉町」に保育園
を開園して、半世紀５０年という年月

大人への信頼を築き、自分に自身が持てるように。
多様な人との関わりの中で心を響き合わせ、
共に生きる喜びや楽しみが持てるように。

が経ちました。その間、園舎の移設、

一人ひとりの人格を尊重し、ていねいな関わりで、
ふたばは大地にしっかりと根づくように。

営で何とかこの地域の保育園として

【基本方針】
１．温かい環境の中で、よい生活習慣を身につける
２．個性を伸ばしながら、社会の一員として

保育園で力を合わせていきます。よろしくお願いします。

増築、改築、外壁改修、耐震化工事、
駐車場新設という過程を経て現在に
至っています。園児の増加に伴う経

ことばにつつまれて
元気いっぱい
のびるこに

運営してくることができました。ありが
とうございます。
これからも、子ども達のすこやかな成長を育む保育を、保護者・地域・

健やかな成長発達を促す
３．保護者と共に、子どもの成長を喜び合う
４．地域の子育て支援を進んで行う

ホームページもご覧ください。
園長が日々、ブログを更新中です！
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年間行事予定
4
月

入園式

5
月

親子遠足

6
月
7
月

10
月
11
月

自由参観

七夕コンサート
夏まつり

完備しています。登園・降園

が少ない現代、縦割り保育での多様な仲間関係が自我の発達にプラ

も安全で安心です。

スになります。年下の子どもは、年上の子どもの活動を見て学び、憧れ
自信をもち、思いやりの心が育ちます。子どもたちは、こうして社会性と
協調性を自ら学

があり、大切な遊び場となっ
ています。駐車場と公園に
はさまれ、そのおかげで日
当たりは最高です。
玄関ホールはクラシック音
楽が静かに流れる癒しの空

運動会
保育室はどの部屋も木の質
感を多用した造りです。子ど
芋ほり遠足
自由参観

ふたばさかなやさん

1
月

もちつき会

月

少子化によって子どもたちが異年齢の子ども同士でかかわること

間です。

表現会

3

園に隣接する広い駐車場を

園の隣りには「双葉町公園」

12
月

2
月

縦割り保育

を抱き、年上の子どもは、年下の子どもの世話をし、教えることによって

8
月
9
月

園の特色

も達が夢中になって遊ぶ・
学ぶ空間となっています。

給食は手作り給食です。一
品多いのも特色です。魚を
多く取り入れ魚好きの子も
多くいます。もちろんおやつ
も手作りです。保護者にも
大好評。
緑あふれる園庭です。大き

親子活動
人形劇
ひなまつりコンサート
お別れ会 卒園式

び、小さな社会を

・年長さんになり､年少さんの手をつな
いで歩いたり､係の仕事をしたり､成長し
た姿を見る事ができました｡
・縦割りの生活の中で､今までお兄さん
お姉さんがしてくれた事をずっと見てい
たから、自分の係も頑張れるのだと思い
ました。
・給食当番でしたが、年少さんに、自分
でよそったものを「食べれますか？」と
聞き、
「食べれます」と言ってもらえた
ら「よっしゃー！」と喜んでいて、係の
楽しさややりがいや達成感を感じている
のが良いと思いました。時間はかかって
いましたが、本人も頑張っているし、先
生も手を差しのべず見守っていて、自宅
でもそのようにお手伝いをしてもらう機
会を増やしたいなあと思いました。

築き上げていき
ます。

参観の保護者感想より

放課後児童クラブを併設
保育園内に児童クラブを併設しています。保育士と放課後児童支
援員の資格をもった職員が指導にあたっています。毎日、学校から
帰って、先ず宿題をして、手
作りおやつを食べ、元気に
仲良く生活しています。夏
休み中も、勉強、活動、読書、

なけやきが日陰を作り、鉄
棒や砂遊びなど子ども達が

昼食（給食あり）、プールな

大好きな遊びの場です。

います。

ど規則正しい生活を送って
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