
＜幼保連携型認定こども園＞

聖心こども園

案 内

学校法人 聖心学園

聖心こども園

〒959-2646 新潟県胎内市西栄町9-46

電話0254-43-3650 FAX：0254-43-6710

E-mail：info@seishinkg.com URL: http://www.seishinkg.com





＜ はじめに＞

学校法人 聖心学園は、2 0 1 2年4月、従来の中条聖心幼稚園に加えて、0歳児

から2歳児のための聖心保育園を併設することにより、胎内市で最初の幼保連携型

認定こども園｢聖心こども園｣を設立いたしました。

０～５歳児までの子どもたちが一貫したカリキュラムに基づき、保育・教育を

受けることができる認定こども園とは、昭和１５年に、中条町(当時)で最初の幼児

教育・保育施設として開設以来、７０余年に渡り中条町～胎内市の保育と幼児教

育に取り組んできた私たちの知識と経験を最大限に活かすことのできるシステム

であるという信念に基づいた決断でした。

聖心こども園の大きな特徴である「小人数クラスによる家庭的な雰囲気の中で

の乳児保育・幼児教育」では、子どもたち一人一人の変化・成長をより丁寧にみ

ることができ、各ご家庭との連携もより密にとることができます。人生の乳児か

ら幼児までの一環した保育と幼児教育、子供の家族と園が連携して中・長期的な

視点を持ちこども達の成長を育んでいきます。

平成27年春から、聖心こども園は新しいステージに入りました。従来の「幼

稚園」部門(1号認定児)の保育料は、保護者の世帯の所得に応じて決まる｢応納｣型

になり、従来の「保育園児」(２・３号認定児)と併せて、すべての園児の保育料が、

胎内市の認定こども園、保育園と同額になりました。胎内市唯一の私立の認定こ

ども園として、英語、音楽、運動など専任講師による特別クラスを始めとする独

自のカリキュラムのもと、特徴ある幼児教育/乳幼児保育を行っています。

小学校～中学校～高校～大学と続く学校教育への出発点になるこの大切な時期

に、一人一人の基礎になる健やかな心と体を育くむ乳児保育・幼児教育を聖心こ

ども園では行っております。

お子さんのご入園をお待ちしております。

学校法人聖心学園 理事長 高橋 正



◇ 聖 心 こ ど も 園 の 理 念

◇ 聖心こども園 の教育姿勢
すべてのこどもをありのまま受け入れ、こころから愛する。

こどもの成長に気づき共に喜び、必要な手助けは愛情を持って励ましながらする。

こども一人一人の思いや望みの一つ一つを大切に心にとめて接する。

こどもが明るい笑顔の中で元気にのびのびと過ごせる環境づくりの配慮をする。

こどもに対して「命令」や「禁止」をしない教育をする。(愛をもって、叱らないが折れない教育)

こどもが、他からの押しつけや命令、指示に従うのではなく、自分の意志で行動し、

自分の思いや考えを大切にできるように配慮する。

短・中・長期の指導計画（カリキュラム）と丁寧な保育記録（クラス・個人）を作り、

こどもたちの変化と成長に配慮しながら、日々子どもたちと接する。

こども一人一人の課題には、主任と担任を中心にお家の方々と連携をとりながら、

短・中・長期の視点をもって園全体で取り組む。

◇ 聖心こども園 の願い（こんなこどもになってほしい）

先生と友だちとの豊かな会話を通して、自分の思いや考えをしっかり発表したり、

人の話をきちんと理解し、共に考えることができるこども。

日常生活を楽しみながら、幼児期に必要な生活習慣を身につけているこども。

集団生活の中で社会性や協調性を身につけ、まわりの人の気持ちにも気づいてあげられる

思いやりと感謝の心を持っているこども。

積極的に自然体験に取り組み、折々の季節を感じながら自然観察ができるこども。

音楽、絵画や製作、絵本を通して情操を育て、豊かな創造力、表現力を持っているこども。

リズム遊び・うんどうあそび・お庭遊びなどを通して健やかな心身を持っているこども。

様々な異文化体験を通して、国際時代にふさわしい感覚を備えているこども。

建学の精神：「敬神愛人」（創造主なる神様を敬い、隣人を愛する）

神と人を愛し、神と人に愛される子供を育むこと」

「喜び・祈り・感謝」（テサロニケ第一の手紙5：16‐18）に基づき

円満で思いやりと感謝のできる人となるような「心の教育」

未満児クラス

保育理念 「喜び・祈り・感謝」

保育方針 健やかな心と身体、基本的生活習慣、社会性、ことばの発達などを育成する。

保育目標
①こころとからだの健康の基礎を培う。 ②思いやりと感謝の心を持つ。
③自ら考える力を養う。 ④様々な経験を通して、豊かな創造力、表現力を育てる。



Q. 聖心こども園は、なぜ、小人数クラス制をとっているのですか？

A．聖心こども園も、昔は１クラス30人くらい園児がいたこともありましたが、2001年に新園舎を建て
たことをきっかけに本格的に「小人数クラス」への取り組みを始めました。

私たちは、一人一人の個性の基礎を育む大切な時間である乳幼児期には、大人数の中に埋もれな

いように、一人一人がしっかりと自分は、「守られている、愛されている」という実感の中で、安

心して「自分を育む」ことができる環境にいることが大切だと考えています。

小人数クラスの利点：

１）保育教諭は、園児一人一人の性格・個性を丁寧に受けとめ､その子にあった取り組みが

できます。

２）こども達は、一人あたりの体験する時間を多く持つことができるので､様々な学びや

体験にじっくり取り組むことができます。（例えば、クラスの中での「先生との会話の数」や、

遊具や教具、跳び箱や鉄棒など運動も「待ち時間少なく」どんどんできます。）

3）こどもたちは、行事やクラスでも、「その他一同」なることはなく、一人一人が、自分

には大切な役割があるということを認識して、積極的、主体的に行動する力が育てら

れます。

４）幼児期のこどもの心身の健やかな成長には、園と保護者との連携がとても重要な要素に

なります。小人数クラスの場合は、クラスの中で先生対するこどもの数が少ないだけでなく、

先生に対しての家庭数も少ないので、園(先生)と園児のご家庭と、より密なコミニュケー

ションをとることができます。

５）園児・先生だけでなく保護者も、自分のこどものクラス以外の活動や他クラスの園児に

も親近感を持って接することができ、みんなで「聖心こども園ファミリー」としての

つながりを感じることができます。一クラスの人数が少ないので、異年齢クラス活動も

しやすいです。

６）先生が園児一人一人にかける時間が多く取れるので、カスタムメイドの卒園アルバムや

「顔の見える」「みんなが主役」の行事やクラス活動保護者活動ができたり、こどもの様

子を見ながら、臨機応変に対応することができます。

幼保連携型認定こども園と幼稚園・保育園の違いは？

＜各施設の①目的/定義・②保育者の名称(必要な免許/資格)＞

幼稚園 ＝ ①子どもに幼児教育をする「学校」 ②「幼稚園教諭」(幼稚園教諭免許）

保育園 ＝ ①保護者が、就労や出産介護等により、「保育に欠ける」場合のみ、子どもを保育する

「児童福祉施設」 (保護者の就労状況などの変化により「保育に欠ける」場合でなくなったら、

退園しなければいけない) ②「保育士」(保育士資格)

幼保連携型認定こども園＝①子どもに教育と保育を行う「学校」であり、「児童福祉施設」でもある。
(保護者が働いている/いないに関わらず利用でき、途中で保護者の就労状況が変化した場合でも、

継続して在園できる。 ②「保育教諭」 (幼稚園教諭免許と保育士資格の両方が必要）



聖心こども園の一日（3才～）
（朝の預かり保育は７時半から可能です。）

9:00 バスが園に到着

担任の視診
園児ひとりひとりと朝の挨拶をしながら、心と体の状態をチェックし、その日の教育保育活動に役立てます。

こどもは挨拶して出席シールを貼ったら、自分で名札をつけて、所持品の整理等をします。

自由遊びの時間
積み木やままごと、工作をしたり絵を描いたりと自分のペースで思い思いの活動をしながら、

こども達の一日が始まります。

10:00 休憩
牛乳を飲みます。年中以上はフッ素うがいをします。

10:15 クラス活動の時間
会話の時間

こども園での大切な時間です。先生とこども達はその日にすること、その時々の季節や出来事など、

様々なテーマで話をしたり、一人一人の思いを発表したり共に考えあったりします。

この他、うたを歌ったり、礼拝をしたり、様々な「会話（コミニュケーション）」の時間です。

その後、下記の活動を、天候､テーマ､年齢と発達に合わせて組み合わせて、こどもたちが

一日を楽しく過ごせるようにします。

。 動的活動
外遊(園庭での遊びやお散歩) 自由遊びや自然観察、野外遊具を有効に用いた活動など、楽しく
身体を動かします。公園などへ散歩をすることもあります。

年中以上は、隔週､中央図書館へ歩いて行き本を借ります。

園内遊び：リズム遊びや室内ゲームや運動遊びなど楽しく体を動かします。

。
静的活動

歌や賛美歌を歌ったり、楽器演奏をしたり、絵本を見たり、先生に読んでもらったりして、

情操を育てます。 絵画・製作などの創作活動を通して、創造力、表現力を身につけます。

特別クラスの活動
定期的に「運動あそび」、「音楽遊び」、「英語で遊ぼう」などを専任講師により行っています。

11:30～ 昼 食 (クラスによって時間は変わります)

園専任の調理師による心のこもった完全給食(※)です。(※)主食の用意はいりません。

食材は原則国産品を使用しております。・化学調味料を使用せず、昆布や鰹節等を使用し、塩分・糖分

を控える工夫をしています。

食後：歯みがき～降園準備～昼寝/休息
年少クラスと年中クラスは、お昼寝/休息をします。

年長クラス：静的活動を中心に過ごします。午前の活動によっては休息の時を持ちます。

会話の時間～さようなら
先生と1日を振り返って話をしたり、明日のことを話したりしながら、翌日への期待を高めます。

14:30 1号 降園 バス 出発
2号児と延長保育を受ける1号児は、異年齢合同クラスで楽しく遊びます。

3時に簡単なおやつを食べます。

15:30 2号 降園 バス 出発

延長保育は、(1号)午後6時、(2号)午後７時まで可能です。

※上記の時間・内容は、こども達の様子、特別プログラム、行事などの都合で変わることがあります。

☆未満児(0～２歳児)
各自の成長･体調に合わせて、園内、園庭遊び、お散歩、休息、授乳、おやつ、お昼寝などをします。

未満児も、年令に合わせた幼児教育(製作遊びや音楽遊び、英語あそび(2才児)などを行います。



◇たのしく遊び ･たのしく学ぶ◇
当園では、各分野の専門家による特別プログラムを定期的に行っております。

どのクラスも楽しく遊びながら、その分野への興味を引き出せるような活動をしています

市 民 音 楽 祭

秋の大きなイベントとして、胎内市マナビッ

プフェスタ月間に行われる市民音楽祭への出演

があります。

胎内市産業文化会館に集まったお客さんの前

で歌や楽器演奏などを披露します。

幕が上がり大歓声に包まれた時には少し照れ

ながらも嬉しそうに、演奏が終わった後は達成

感に溢れた充実した表情になっています。

みんなで協力し合いながら頑張って練習して

きたこども達にとっては、忘れられない体験であ

ると同時に大きな成長の舞台でもあります。

た の し い お え か き え い ご で あ そ ぼ う 週 1回

う ん ど う あ そ び お ん が く あ そ び



◇ 元 気 に チ ャ レ ン ジ ！ ◇
当園では､こども達が多様な体験ができるカリキュラムや特別プログラムを行っています。

時には､一人でじっくり取り組み､時には､みんなで協力して共に喜びを分かち合う。

このような多様な体験・活動がこども達の成長の糧となっていきます。

。



楽しい行事
入園式、参観日、イースター、チューリップフェスティバル、こいのぼり遊び、愛鳥週間、

親子遠足、幼児消防教室、敬和学園高校労作デー、時の記念日 他

どろんこあそび、 プールあそび、七夕遊び、サマーフェスティバル、夏季保育、

お泊まり保育、夏期学校 他

敬老集い、運動会、秋の遠足、作品展、人形劇、市民音楽祭、収穫感謝祭、

ハロウィン遊び、クリスマス祝会 他

少年自然の家親子研修、雪遊び、節分、劇あそびの会、雛祭り、お別れ食事会、

修了証書授与式、他

年間を通して行うこと

お誕生会、野菜作り、身体測定、健康診断、歯科検診、避難訓練 他

春
夏
秋
冬

聖心こども園では、ご家庭と日々のコミニュケーションを大切にするために、
様々な方法で園の様子をお伝えしています。

こどもえんだより(毎月発行）
毎月の保育計画や、各クラスの様子や園長講話など

こどもえんつうしん(不定期)
日常の保育や特別プログラム等の様子を、写真を中心に紹介。

「たより」、｢つうしん｣用の｢おたよりファイル｣もあります。

※たより、つうしんのカラー版は保護者限定でＨＰよりダウン

ロードできます

ブログ「こどもえん日記」
「たより」「つうしん」その他、園での出来事を発信します。

カラー写真が満載です。遠くにいる親族なども楽しめます。

※こどもの写真を載せるのは、その旨の同意をいただいてからになります。

卒園アルバム
聖心こども園伝統の「卒園アルバム」。一人一人特別に編集したカスタムメイドの写真集です。

卒園アルバム

↑こどもえんつうしん



ク リ ス マ ス シ ー ズ ン

キリスト教主義のこども園である聖心学園にとって、クリスマスは１年

で一番大切な催しのひとつです。１１月下旬の「収穫感謝の日」が終わる

と、徐々にホールと各部屋にクリスマスツリーが飾られていきます。きれ

いな電飾やオーナメント、こども達が作った飾りが飾られ始めると、園は

徐々にクリスマスの雰囲気に包まれてきます。

クリスマスの時期に開かれる「クリスマス祝会」

子供たちがクリスマスページェント（聖誕劇：イ

エス誕生の物語）や歌などを披露してみんなでクリ

スマスのお祝いする、聖心こども園の歴史ある行事

のひとつです。

登場人物は、イエスの父（ヨセフ）母（マリア）、ガブリエルなど天使達、３人の賢者、羊飼い達、賢

者や羊飼いなどを導く赤星、宿屋の主人、羊やきらきら星などなど様々な役を代々使われてきた衣装を身

につけて演じます。基本的には年長／年中がクラスが中心ですが、年少・未満児クラスのこども達も年齢

にあわせて羊やきらきら星などを演じ、園児みんなで出演してクリスマスを祝います。クリスマスを祝う

厳粛な雰囲気の中にも子供らしい愛らしさあふれる劇です。

子供たちは、クリスマスページェントの後、この日のために練習した、楽しい歌や楽器演奏、踊りを発

表します。クリスマスの喜びをみんなで感じる楽しいひとときです。、この日はお母さん方も聖歌隊とし

て出演し、美しい歌声を響かせてくれます。

クリスマス祝会後は、待ちに待ったプレゼント交換です。こども達がお家の方々のことを想って作った

かわいいプレゼントはまさに「宝物」。こども園からもこ

ども達に、楽しいクリスマスプレゼントがあります！

家族みんなで楽しみ、共

にお祝いするクリスマスは、

みんなの心があたたまる

大切なプログラムです。

１２月は、

「英語で遊ぼう」

もクリスマスバージョン。

みんなで、雪に包まれたお菓子の

お家を作ることもあります。



聖心こども園

「祈るこころ」～こころの教育～

今年も、敬和学園大学の大澤秀夫教授ゼ

ミの学生が園児との交流でこども園に来て

くれました。大学生たちは園児たちと運動

遊び活動をしたり、２名ずつ３クラスに分

かれてクラスでの保育に参加、給食も一緒

にして共に楽しい体験をしました。

園児たちとさよならをした後、大澤先生

と大学生に書いてもった振り返りの中にこ

のような感想がありました。

「給食の時に、園児が神さまに「この食

事をありがとうございます。病気で休んで

いるお友だちをお守りください。このお祈

りをイエスさまによっておききください。

アーメン」とお祈りをして給食をいただく

様子を見てとても感心させられました。幼

児のときにお祈りをすることが教えられて

いるのは「こころの教育」が行われている

ことだと知りました。」

私は、参加者の方々がこの交流で私たち

こども園で大切にしている「こころの教育」

に気づかれたことを嬉しく思いました。

聖心こども園では、お祈りを通して園児

の「こころの教育」をおこなっています。

時には先生が時には園児がリードしてみん

なで静かに心を合わせてお祈りをします。

やさしい心と豊かな心は「祈るこころ」

から育ていくものと思っています。これは

身も心も育っていく幼児の時に身につける

大事なことだと信じています。

おやつや食事の時に神さまに感謝をする

ことや病気などでお休みしているお友だ

ちのために祈ることにより、こどもの中

で感謝や思いやりの気持ちが育まれてい

きます。

お祈りには、感謝と願いだけではなく

反省もあります。先日も、あるこどもの

お祈りの中でその日おともだちと喧嘩し

た事への反省に続いて「これから○○ち

ゃんと仲よくしたいです」という言葉を

聞いた時、聖心こども園の祈りを通じて

のこころの教育がこども達の中にしっかり

と根付いていることを嬉しく思いました。

これからも、祈りを通して、こども達

が、感謝する心、自分だけではなく家族

やお友だちの幸せを願う心、ゆるし合う

心、そして人の悩みや苦しみに気づく心

を培っていってくれればと願っています。

(前園長 高橋 稔)

お誕生会でのお祈り



＜聖心こども園園舎紹介＞

光とぬくもりあふれる

こどもを育む世界

中条聖心幼稚園は、200１年に園舎を新築しました。

新しい園舎は、「森」をイメージした木造2階建て。木の香りの満ちた新しい園舎で、私た

ちは子供たちの好奇心や自由な発想を伸ばす教育を行っています。

近年、設計・建築の世界で盛んに語られる「バリアフリー」。「バリアフリー」は確かに大

切な要素です。しかし、私たちは未来を担う子供たちにとって「バリア」もまた大切なもの

であると考えました。

子供たちは「バリア」を経験し、それを乗

り越えることで成長するのではないか？子供

たちを「バリアフリー」の、言わば「守られ

た環境」にだけおいていてはいけないのでは

ないか？「優れた人＝困難を乗り越えること

のできる人」であり、「優しい人＝他人の痛み

がわかる人」―つまり、「バリア」を知ってい

る人であると考えました。そのため、園舎は

敢えて「バリアフリー」とはしませんでした。

さて、新しい園舎をつくるにあたって、私たちは昔話

の「さんまいのおふだ（神様からもらった山・川・火

の3枚のお札を使って山姥から逃げるお話）」を参考に

しました。そしてその中に出てくる、

「山・川・火」というバリアを「段差・雨・太陽」

として置き換え、それぞれの良いところと悪いとこ

ろを体で感じて、それを積極的に遊びにいかすくらいのたくましさを身につけてほしい、と

いう想いを表現しました。

2012年春にこども園開設のために改装した２つの保育室も、さわやかであたたかいひかり

が入り込む造りでこども達に自然のちからを感じさせるようなものになっています。

この大きな木の家で、こどもたちは時には「バリア」に直面し、泣いてしまうこともあるで

しょう。友達や先生と楽しく遊んだり、いろんな事を学んだりしながら、たくさんの思い出

を作っていくしょう｡ そして、それらすべての体験がこども達の心に蓄積して、いつかき

っと私たちの想いに気づいてくれたら―。それが私たちの願いです。



ホール
玄関から入ってくるといきなりス

テージがあります。

（３枚のおふだの「山」）

ステージのお山を越えてホールに

入ることもできます。

玄 関

ビー玉が埋め込まれた玄関は、明

るい日差し照らされるときらきら

輝きます。

正面奥はホールのステージ。ホー

ルとつながりをもたせる勾配天井

です。

階 段
階段の下は 潜り抜けられるようになってい

て、こどもたちのたのしい隠れ家に。

ホールより吹き抜け、２階を見上げる大黒柱の

円柱とそこから放射状にのびる梁は、この園舎

のシンボルです。

トップライト

サンサンとお日様が

入るガラス屋根

( ３枚のおふだの

｢火｣)

デッキ

お天気の日はとて

も気持ちのいいデ

ッキ 柱、床の材

質は米杉。塗装は

自然塗装のオス

モ。

一部少しだけ屋根

がかかっていない

バーゴラは、３枚

のおふだの｢川｣

ステージからみたホール
奥に保育室、左手に階段があります。ガラス屋根からやさしい光が

明るくそそがれます。天井が高く、木が表しになっていて、まるで

森の中に建つ教会堂のようです。

保育室
保育室によって壁の色に変化をつけています。

塗装は自然塗装のオスモ。園児の作品をたくさん貼れる

大きなコルクボードが壁一面に。



＜よくある質問＞

Q1. 幼保連携型認定こども園と幼稚園・保育園の違いは？

A1.各施設の①目的/定義・②担当者の名称/必要な免許/資格＞

幼稚園 ＝ ①子どもに幼児教育をする「学校」 ②「幼稚園教諭」(幼稚園教員免許）

保育園 ＝ ①保護者の就労等により、「保育に欠ける」場合のみ、子どもを保育する「児童福祉施設」

②「保育士」(保育士資格)

幼保連携型認定こども園＝①子どもに教育と保育を行う「学校」でもあり、「児童福祉施設」でもある。

②「保育教諭」 (幼稚園教諭免許と保育士資格の両方が必要）

Q2. 「１号認定」、「２号認定」、「３号認定」とは？

A2. ２０１５年から始まった「子育て新制度」により、認定こども園や保育園に入園するこどもは全員、
「教育・保育の必要性に応じた支給認定の手続」を行い、下記のような形での１・２・３号認定を

受けなければいけません。認定区分よって保育料は変わります。(胎内市公立私立全園共通）

認定こども園の３～５歳児は、1号認定児(従来の幼稚園児)、2号認定児(従来の保育園児)に分かれ

ますが、クラスは一緒で全く同じ教育・保育を受けます。

Q3. 途中で「１号認定」から「２号認定」に変わることができますか？

A3. これは、認定こども園が保育園と違うの大きなメリットの一つです。
認定こども園は途中で、保護者の就労形態の変化が変わっても、園を変えることなく、園児の

｢認定｣を、１号→２号、あるいは、2号→１号のように変えることができます。

Q4. 各園によって保育料の違いはありますか？

A4. 私立・公立、認定こども園、保育園に関わらず、保育料は同じです。

保育料は、胎内市が、保護者の収入に応じて額を算出します。

Q5. 給食は？

A5. 胎内市内の園は、原則、同じ献立表を使いますが、聖心こども園では、お誕生会に、ケーキをつ

けたり、３歳以上児にも手作りおやつをつけたりすることもあります。

◆３歳以上児の給食：

胎内市内の保育園：おかずのみで主食(ご飯)は、各家庭がお弁当として用意しなければいけません

聖心こども園：「完全給食」なので、主食(ご飯)の用意は必要ありません。



学校法人 聖心学園 聖心こども園 概要

1.沿 革

1940年 (昭和15年) ｢中条聖心保育園｣を、中条町(当時)および近隣市町村初の幼児教育施設として

1. 1.沿 革 新潟県に認可受けて設立。

1. 1954年（昭和29年) 学校教育法による新潟県の認可を受けて、「中条聖心幼稚園」となる。

1. 1985年（昭和60年) 文部省（当時）私立学校振興助成法による新潟県の認可を受けて、「学校法人

1. 革 聖心学園 中条聖心幼稚園」となる。

2001年(平成13年) 文部科学省、新潟県、中条町(当時)からの助成と、多くの支持者の協力を得て

園舎を全面改築。新園舎は、｢新潟県建築士協会優秀賞｣を受賞した。

2010年(平成22年) 幼児教育開始70周年。

2012年(平成24年) 安心子ども基金を受け園舎を改築。

幼稚園に加えて新潟県から保育園の認可も受けて、幼保連携型認定こども園

「聖心こども園」と「子育て支援センターすこやか」開園。

2.所 在 地 新潟県胎内市西栄町9-46 〒959-2646 電話：0254-43-3650 FAX0254-43-6710
E-メール:info@seishinkg.com ホームページ：URL: http://www.seishinkg.com

３.建物面積 保育室と付属施設、木造２階建 557.66㎡

4.聖 心 こども 園

幼保連携型認定こども園教育・保育要領に基本に、幼児一人一人の個性と自発性を重んじ、

可能性を最大限に伸ばせる自由な環境を提供することを重要視した、心豊かな保育・教育

7.教 を目指しています。

運動、音楽、リズム、自然観察、言語、絵画、造形製作、専門講師による音楽、英語、体

力づくり、コンピュータを活用した教育など多様な活動を体験することにより、豊かな感

性と知性育てていく基礎作りをします。

小人数クラス制により、こども一人一人の成長にあわせた保育、教育を行うことにより、

こども丁寧に育み、保護者との信頼関係を築きながら保育を進め、支援に努めます。

６.子育て支援センター すこやか

専門の職員を置いて、子育て家庭の育児不安等についての相談や助言、つどいの場の設置

子育てに関する情報提供、子育て講座の開催、子育て支援活動グループとの連携等により

地域全体で子育てを支援する基盤をつくることを目的としています。


