
≪目指す子ども像≫

≪概要≫ 　◎元気いっぱい、のびのびと遊べる子

　ドリーム保育園 　◎ありがとう、ごめんなさいと自分の気持ちを素直に言える優しい子

　桜井市外山　１０９４－７ 　◎お友だちを大切にできる思いやりのある子

　菖蒲　良子　(しょうぶ　りょうこ) 　◎良いこと、悪いことを考えていける子

　◎自然、音楽、色彩に触れ、感性豊かな心を持つ子

　桜井市みらい保育会

≪保育理念≫

≪施設情報≫ 　◎家庭的な雰囲気を大切にし、保護者の気持ちに寄り添い、愛情をもって子育てをし、安心していた

　1324.25㎡ 　　だけるよう努める

　 178.67㎡ 　◎子どもを囲む保護者、職員、全ての人が一体となり、支えあいながら共に育ち合う

　耐震設計基準・建築確認・安全配慮の建物です。 　◎各年齢に合わせて、子ども一人一人にきめ細やかに接し、個性を発見して伸ばす

　保育室には空気清浄機完備。採光、風通りなど環境に配慮しております。 　◎ぬくもりのある保育を大切にし、養護・教育が一体となった保育を図り、未来に生きていく人間形

　　成の基礎を培っていく

≪定員≫ ※年齢はいずれも４月１日時点の年齢 　◎保健的、安全な環境のもと、個々の欲求を満たし、生命の保持と情緒の安定を図る

≪一日の流れ≫

7:00 8:00 9:30 10:00 11:00 12:00

≪職員数≫

11:30 12:30 14:30

15:00 16:00 17:00 18:00延長保育

≪保育時間≫

　月曜日～金曜日 　７時～１９時

　土曜日 　７時～１５時

　早朝・延長保育は事前申し込みが必要です。

　休園日：日曜日及び国民の休日、年末年始(12月29日～1月3日)

≪保育料≫

　市の算定基準に準ずる金額（世帯の所得により異なります。）

　お支払方法　南都銀行より口座振替（毎月２５日）。手続きが必要です。 ≪行事・計画≫

　給食・朝昼おやつ無料。　延長保育利用時のみおやつ１食３０円（１ヶ月上限５００円）

　 　・誕生日会 　４月 　10月

7 :00　 　　　8 :00　　 16 :00　　　　18:00　　　　19:00 　・発育測定 　５月 　11月

早朝保育 延長保育 延長保育 　・防災訓練 　６月 　12月

1,000円/月 1,000円/月 2,000円/月 　・個人懇談（年１回） 　７月 　１月

　・内科健診（年２回） 　８月 　２月

延長保育 　・歯科検診（年１回） 　９月 　３月

2,000円/月

お別れ会・卒園式

〈ドリーム保育園入園案内〉

子どもの日を祝う会

家族の日・保育参観

七夕まつり・プールびらき

夏まつり

お年寄りとの交流

お芋ほり

クッキングパーティー

お楽しみ会

お正月あそび

春を待つ集い・保育参観

随時降園

月間行事　計画 年間行事　計画

入園式・春の運動会

異年齢児交流による

合同保育

０歳児

１歳児

２歳児

おやつ/ミルク

おやつ 随時降園

午睡
起床・検温

あそび

給食・

歯みがき
午睡

起床

検温年齢別保育

給食・

歯みがき
０歳児

２歳児

検温

おやつ/ミルク

１歳児
早朝登園児

保育

登園

異年齢児

交流による

合同保育

検温

おやつ

年齢別保育

年齢別保育

２名

０歳児　３：１

１歳児　６：１

２歳児　６：１

プラス１名を配置

園長 保育士 調理師

１名 １名

６名 ６名 １８名

　敷地面積

　床面積

保育短時間 保育短時間利用(8時間保育)

保育標準時間 保育標準時間利用(11時間保育)

　保育園名称

　所在地

　施設長(法人園長)

　設置年月日

　運営主体

　平成２８年４月１日

０歳児 １歳児 ２歳児 合計

嘱託医

６名



≪目指す子ども像≫

≪概要≫ 　◎元気いっぱい、のびのびと遊べる子

　家庭的保育園ドリームハウス 　◎ありがとう、ごめんなさいと自分の気持ちを素直に言える優しい子

　桜井市外山１０９４－７ 　◎お友だちを大切にできる思いやりのある子

　菖蒲　良子　(しょうぶ　りょうこ) 　◎良いこと、悪いことを考えていける子

　◎自然、音楽、色彩に触れ、感性豊かな心を持つ子

　桜井市みらい保育会

≪保育理念≫

≪施設情報≫ 　◎家庭的な雰囲気を大切にし、保護者の気持ちに寄り添い、愛情をもって子育てをし、安心していた

　1324.25㎡ 　　だけるよう努める

　 24.4㎡ 　◎子どもを囲む保護者、職員、全ての人が一体となり、支えあいながら共に育ち合う

　保育室には空気清浄機完備。採光、風通りなど環境に配慮しております。 　◎各年齢に合わせて、子ども一人一人にきめ細やかに接し、個性を発見して伸ばす

　◎ぬくもりのある保育を大切にし、養護・教育が一体となった保育を図り、未来に生きていく人間形

≪定員≫ ※年齢はいずれも４月１日時点の年齢 　　成の基礎を培っていく

　◎保健的、安全な環境のもと、個々の欲求を満たし、生命の保持と情緒の安定を図る

≪一日の流れ≫

≪職員数≫ 8:30 9:30 10:00 11:00 12:00

11:30 12:30 14:30

≪保育時間≫

　月曜日～金曜日 　８時３０分～１６時３０分

　土曜日 　８時３０分～１２時００分

　休園日：日曜日及び国民の休日、年末年始(12月29日～1月3日) ※１：日により異なります

15:00 16:00～

≪保育料≫

　市の算定基準に準ずる金額（世帯の所得により異なります）

　お支払方法　南都銀行より口座振替（毎月２５日）。手続きが必要です。

　給食・朝昼おやつ無料。

≪縦割り保育≫

　少子化により異年齢の子ども同士の関わりが少ない中、異年齢保育により子どもたちが相互に

　学びあい育ちあうことで自我の発達につなげます。

≪行事・計画≫

≪保育士≫

　子どもたちのことが心から大好きな保育士が待っています。 　・誕生日会 　４月 　10月

　 　・発育測定 　５月 　11月

≪食事≫ 　・防災訓練 　６月 　12月

　管理栄養士さんの献立に基づいたメニューでドリーム保育園と同じ食事を提供しています。 　７月 　１月

　衛生面の管理も行い、安心・安全です。アレルギー対応も可能です。 　・内科健診（年２回） 　８月 　２月

　・歯科検診（年１回） 　９月 　３月

≪室内≫

　安心で安全設計で、殺菌、消毒を行い清潔で衛生的な環境を提供しています。

お別れ会・卒園を祝う会

〈家庭的保育園ドリームハウス〉

子どもの日を祝う会

家族の日・保育参観

七夕まつり・プールびらき

夏まつり

お年寄りとの交流

お芋ほり

クッキングパーティー

お楽しみ会

お正月あそび

春を待つ集い

随時降園

月間行事　計画 年間行事　計画

春の運動会・入園を祝う会

０歳児

１歳児

２歳児

おやつ/ミルク

おやつ 随時降園

起床・検温

あそび

午睡
起床

検温

午睡
離乳食

歯みがき

給食

歯みがき

検温

おやつ/ミルク

検温

おやつ

５名

　保育園名称

　所在地

　施設長(法人園長)

　設置年月日

　運営主体

　令和２年４月１日

０歳児 １歳児 ２歳児 合計

　敷地面積

　床面積

１名 ２名 ２名

施設長 保育士 子育て支援員 嘱託医
紙芝居

歌、手遊び

絵本読み聞かせ

製作

室内・室外遊び

※１

１名 ２名 ２名 ２名
０歳児

２歳児

１歳児

登園

異年齢児

交流による

合同保育



◎場所 ドリーム保育園保育室

桜井市外山１０９４－７　　

◎対象児 桜井市在住の生後６ヵ月以上、就学前のお子様（ただし保育園や幼稚園へ通っていないお子様）

※利用日までに事前申し込みが必要です。

◎申し込み お申し込みの際に必要なもの　　判子、保険証のコピー、母子手帳のコピー　

◎保育時間 通常月曜日～金曜日　　　９：００～１６：００まで　（ドリーム保育園開園日に限る）

◎予約 電話で予約してください。　ＴＥＬ：０７４４－４６－０８８０

予約の最終〆切は前営業日の１６時までですが、定員になり次第締め切らせていただきます。

◎利用料金 半日保育　（９：００～１２：３０　又は　１２：３０～１６：００）　 １，０５０円

一日保育　（９：００～１６：００） ２，１００円

◎別途費用 給食代 １食　　　４００円

おやつ代　（１０時、１５時） １食 　　　５０円

※料金は、専用の保育料袋に入れて、登園時にご持参ください。

◎持ち物 (詳しくは別紙参照のこと)

・持ち物全てに、大きくはっきりとフルネームで名前を書いてください。

◎お迎え ・お迎えの時間に変更がある場合、必ず連絡してください。(時間延長はできません。)

・お迎えの方に変更がある場合、保護者の方がお名前を連絡してください。

　本人確認証を提示いただき、確認させていただきます。

◎健康状態 ・登園の際、必ず直前に体温を測ってきてください。

・発熱や呼吸器症状等風邪症状がある場合は利用できません。

　解熱後２４時間以上を経過し、呼吸器症状が改善傾向となることが登園の基準です。

　次回来られる時には、お家での健康状態をお知らせください。

・コロナ関連の登園についてはお問い合わせください。(疑いのある方との接触等）

・以下の感染症にかかった場合は、医師が記入した意見書(完治証明書)の提出が必要です。

　《百日咳・麻疹・流行性耳下腺炎・風疹・水痘・咽頭結膜熱・流行性角結膜炎など》

・以下の感染症にかかった場合は、医師の指示に従い利用してください。

　《インフルエンザ・溶連菌感染症・手足口病・伝染性紅斑・ヘルパンギーナ・マイコプラズマ肺炎・

　　感染性胃腸炎・突発性発疹・RSウイルス感染症・帯状疱疹・コロナウィルス感染症》

◎保証 保育中の事故(けが・病気等)は、適切な判断と処置を当園に委任いただき、保証は保険内に限ります。

　　■住所、電話番号、勤務先等に変更があった場合は、ご連絡ください。

ご不明な点がありましたら、お問合せください。

ドリーム保育園

　桜井市外山１０９４－７

　TEL　０７４４－４６－０８８０

○受付先

ドリーム保育園 一時保育 ご利用案内



◎場所 家庭的保育園ドリームハウス　保育室

桜井市外山１０９４－７　　

◎対象児 桜井市在住の生後６ヵ月以上、就学前のお子様（ただし保育園や幼稚園へ通っていないお子様）

※利用日までに事前申し込みが必要です。

◎申し込み お申し込みの際に必要なもの　　判子、保険証のコピー、母子手帳のコピー　

◎保育時間 通常月曜日～金曜日　　　９：００～１６：００まで　（ドリームハウス開園日に限る）

◎予約 電話で予約してください。　ＴＥＬ：０７４４－４６－００３４

予約の最終〆切は前営業日の１６時までですが、定員になり次第締め切らせていただきます。

◎利用料金 半日保育　（９：００～１２：３０　又は　１２：３０～１６：００）　 １，０５０円

一日保育　（９：００～１６：００） ２，１００円

◎別途費用 給食代 １食　　　４００円

おやつ代　（１０時、１５時） １食 　　　５０円

※料金は、専用の保育料袋に入れて、登園時にご持参ください。

◎持ち物 (詳しくは別紙参照のこと)

・持ち物全てに、大きくはっきりとフルネームで名前を書いてください。

◎お迎え ・お迎えの時間に変更がある場合、必ず連絡してください。(時間延長はできません。)

・お迎えの方に変更がある場合、保護者の方がお名前を連絡してください。

　本人確認証を提示いただき、確認させていただきます。

◎健康状態 ・登園の際、必ず直前に体温を測ってきてください。

・発熱や呼吸器症状等風邪症状がある場合は利用できません。

　解熱後２４時間以上を経過し、呼吸器症状が改善傾向となることが登園の基準です。

　次回来られる時には、お家での健康状態をお知らせください。

・コロナ関連の登園についてはお問い合わせください。(疑いのある方との接触等）

・以下の感染症にかかった場合は、医師が記入した意見書(完治証明書)の提出が必要です。

　《インフルエンザ・百日咳・麻疹・流行性耳下腺炎・風疹・水痘・咽頭結膜熱・流行性角結膜炎など》

・以下の感染症にかかった場合は、医師の指示に従い利用してください。

　《溶連菌感染症・手足口病・伝染性紅斑・ヘルパンギーナ・マイコプラズマ肺炎・感染性胃腸炎・

　　突発性発疹・RSウイルス感染症・帯状疱疹》

◎保証 保育中の事故(けが・病気等)は、適切な判断と処置を当園に委任いただき、保証は保険内に限ります。

　　■住所、電話番号、勤務先等に変更があった場合は、ご連絡ください。

ご不明な点がありましたら、お問合せください。

家庭的保育園ドリームハウス

　桜井市外山１０９４－７

　TEL　０７４４－４６－００３４

○受付先

家庭的保育園ドリームハウス 一時保育 ご利用案内
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