
 

 

 

  

社会福祉法人イエス団 

     空の鳥幼児園 

 

 

空の鳥幼児園は、併設の野の百合保育園、愛隣館研修センター（障がいがある人の地域

生活をサポートする施設）と共に、社会福祉法人イエス団（本部神戸）が設置経営する施

設です。地域に根ざし、地域と共に歩む施設でありたいと思っています。 

当園では、乳幼児期の子どもたちの豊かなそだちを保障することを念頭に置き、子ども

さんが健康、安全で情緒の安定した生活ができる環境を設定し、自己を十分に発揮するこ

とができる生活空間を創造します。 

そのため次のような方針と目標を持って療育に励みます。 

 

 

 

・個々の子どもさんの特性に応じた集団を保障し、集団の中での一人ひと

りの育ちを支援します 

 

・子どもさんの豊かなそだちを保障し、自己を十分に発揮することができ

る生活環境を設定します 

 

・併設する野の百合保育園の子どもたちと共に育ちあう環境の中で、豊か

な感性が育つことを大切にします 

 

・当園では給食を食育の一環としてとらえ、楽しく食べることはもちろん、

栽培、調理などの体験を通して、食への関心を高めながら生きる力へとつ

なげていきます 

 

 

 

    住 所 ：  〒612-8141  京都市伏見区向島二の丸町１５１ 

ＴＥＬ  ：  ０７５－６２２－８５４６ 

ＦＡＸ ：  ０７５－６２２－８５４６ 

E-mail  ：  airinkan@garnet.broba.cc 

 

入 園 の し お り 

mailto:airinkan@garnet.broba.cc


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・月曜日から金曜日の下記の時間が療育時間となります。 

① ９：１５～１４：００ ②１０：３０～１５：１５ 

・土曜日は相談日・行事・オープンスペース等があります。（行事は事前に連絡致します。）

土曜日については、バスの運行・給食はありません。（給食試食会のみバス運行があり

ます。） 

 

 

・日曜日、国民の休日及び年末年始、その他 

 

 

 

・通園バス、送迎車、近隣居住児は保護者との登園でお願いします。 

・送り迎えは、所定のバス停または園まで、保護者の方が責任を持って行って下さい。（時

間帯によっては、園内に車の乗り入れができます。申請制になっていますので職員にご

連絡ください。行事時は、園内への車の乗り入れはご遠慮下さい。） 

 

 

 

・時刻前には、バス停でお待ち下さい。遅刻された場合、次のバス停以降が遅れることに

なりますので、バスは出発します。園まで送り迎えに来て下さい。 

園の一年 

療育時間 

休園日 

登・降園について 

バスに乗車される場合の注意点 

※下線のある行事は保護者

の方にも参加していただき

たい内容です。 



・交通事情により、バスの到着が遅れている場合は、なるべく速やかに連絡網でまわすよ

うにしていますが、連絡がつかないこともあります。１５分以上バスが遅れている時は、

園にお問い合わせください。 

・車内で、怪我や発作など、緊急を要する場合、バス停を通過することがあります。ご了

承ください。 

・安全の為、バス乗降時は、バスの出入り口まで付き添ってください。 

・登・降園時間に遅れる時、送り迎えが代理の方になる時、欠席される時は必ず連絡して

下さい。バスに乗車される方は、８：００～９：００（バス到着時間前まで）にご連絡

下さい。（代理の方がお迎えに来られる場合は、写真をシール帳面に挟んでおいて下さ

い。確認できない時は、一旦帰園したり、お電話での確認をすることになります。） 

 

 

 

※正門前やその周辺の駐車は、近隣の方や沿線バスが通行できなくなります。違法駐車

となりますので、駐車しないでください。（交通安全のため、駐禁除外証をお持ちの

方も、ご協力をお願い致します。） 

※図書館へは駐車できません。 

 

 

※     は、視界が悪く危

険です。バスも通りますの

で、駐停車しないで下さい。

反対駐停車も危険です。 

園に車送迎される場合の注意点 

京都市向島図書館 

野の百合保育園 

空の鳥幼児園 

図書館門 

空の鳥門 

岸田医院 

こじま歯科クリニック 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ シール帳面に平熱を記入する欄がありますので必ずご記入ください。お子さんの体調

の目安にさせていただきます。 

・ 療育中、健康に異状が生じた時は、連絡しますので迎えに来て下さい。平熱の高いお

子さん、低いお子さんがおられますので、目安として３７．５℃で、一度連絡をしま

す。（連絡先に変更があったときは、その都度必ず申し出てください。） 

・ ３７℃後半の場合、バスの乗車ができません。（感染症予防の為、ご協力をお願いしま

す。） 

・ 伝染性の疾病にかかった場合は、全治するまで登園できません。全治後、医師の通園

許可証を提出して下さい。許可証がないと登園できません。 

・ 薬を持って登園する場合、病名・投薬時間・投薬方法を帳面用紙に書いてお伝え下さ

い。薬には名前を記入し、１回分ずつにして袋に入れ、職員に手渡して下さい。（バス・

送迎車に乗車される子どもさんは、乗車職員に手渡して下さい。）塗り薬も同様です。 

・ お預かりできる薬は、医師が処方したものに限ります。市販の薬等はお預かりできま

せんのでご注意下さい。 

 

 

 

※次ページが登園許可書原本です。必要な時にコピーして使用してください。 

健康について 

野の百合保育園 

空の鳥幼児園 

 

図書館門 

空の鳥門 

※園内に４台の駐車スペースがありま

す。白線内に停めていただきますよう、

お願いいたします。それ以外のスペー

スには停めないでください。 

※⑤は状況により、軽自動

車であれば、停めていただ

けます。 

① 
② 
③ 
④ 
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通園許可書 

 

下記疾患で感染のおそれがなくなりましたので、通園を許可します。 

 

      疾患名：              

  

      園児名：              

   

 

      医師名：              

                            年 月 日 

               社会福祉法人 イエス団 空の鳥幼児園 

 

 

 

通園許可書 

 

下記疾患で感染のおそれがなくなりましたので、通園を許可します。 

 

      疾患名：              

  

      園児名：              

   

 

      医師名：              

                            年 月 日 

               社会福祉法人 イエス団 空の鳥幼児園 

 



☆登園停止が必要な感染症 

分類 病名 感染経路 登園のめやす

ポリオ(急性灰白髄炎） 経口感染 治癒するまで

ジフテリア 飛沫感染 治癒するまで

インフルエンザ 飛沫・接触感染
発症後５日を経過し、かつ乳幼児は解熱後３日

を経過するまで

百日咳 飛沫・接触感染
特有の咳が消失または、５日間の抗菌薬による

治療終了まで

麻疹 空気・接触・飛沫感染 解熱後３日を経過するまで

流行性耳下腺炎 飛沫・接触感染
腫れが出た後５日を経過し、かつ全身状態が良

好になるまで

風疹 飛沫・接触感染 発疹が消失するまで

水痘 飛沫・空気・接触感染 すべての発疹が痂疲化するまで

咽頭結膜炎（プール熱） 飛沫・接触感染 主要症状が消退した後２日を経過するまで

結核 飛沫・空気感染 医師により感染の恐れがないと認められるまで

コレラ・細菌性赤痢・腸チフス 飛沫・経口感染

腸管出血性大腸菌感染症 経口・接触感染

流行性角結膜炎 飛沫・接触感染

急性出血性結膜炎 飛沫・接触感染

第１種

第２種

第３種

医師により感染の恐れがないと認められるまで

眼症状が改善し、医師により感染の恐れがない

と認められるまで

 

☆条件によって登園停止の措置が必要と考えられる感染症 

分類 病名 感染経路 登園のめやす

溶連菌感染症 飛沫・接触感染
適切な抗菌薬治療後２４時間を経て解熱し全身状態

が良好になった時

ウイルス性肝炎 飛沫・接触感染 主要症状が消失し、肝機能が正常化した時

手足口病

ヘルパンギーナ

伝染性紅斑（りんご病） 飛沫感染
発疹期には感染力はほとんど消失しているので、発

疹のみで全身状態が良好なら登園可能

マイコプラズマ感染症 飛沫感染
感染力の強い急性期が過ぎて、症状が改善し、全身

状態が良好なら登園可能

流行性嘔吐下痢症 経口感染 下痢・嘔吐から回復し全身状態が良好なら登園可能

サルモネラ・カンピロバクター 経口感染 下痢が治まり全身状態が良好なら登園可能

急性細気管支炎

（RSウイルス感染症）
飛沫・接触感染 呼吸器症状が消失し、全身状態が良好なら登園可能

EBウイルス感染症 経口・飛沫感染

サイトメガロウイルス感染症 接触・飛沫感染

単純ヘルペス感染症 接触感染
口内炎や歯肉炎のみの場合は、普通に食事が摂れれ

ば登園可能

帯状疱疹 接触感染 全ての発疹が痂疲化すれば登園可能

突発性発疹 経口・飛沫・接触感染 解熱して全身状態が良好なら登園可能

第３種
その他

飛沫・経口・

接触感染

咽頭内でのウイルス増殖期間中は飛沫感染する為、

発熱や咽頭・口腔所見の強い急性期は感染源となる

が、解熱し全身状態が安定していれば登園可能

解熱し、全身状態が良好であれば登園可能



 

 

 

・ 月曜日から金曜日まで完全給食（主食・副食）です。 

・ 毎月、給食献立表を作成し、ご家庭に配布します。 

・ 子どもさんに応じて、ミキサー食、刻み食、アレルギー食を提供します。 

 

 

［毎日の持ち物］ 

○毎日持ってくるカバン（給食袋・シール帳面・タオル・洗濯物などを入れます） 

・カバンは出し入れがしやすい形で、着替えが入る大きさの、きちんと閉められる物（フ

ァスナー付き）を選んであげて下さい。 

・リュックサックが使いやすいです。 

（手提げかばん等も、お子さんに合わせてお選びください。） 

・目印のためにカバンにキーホルダーをつけられる場合は、出し入れの時の妨げにならな

いよう、シンプルな物一つにして下さい。ピンのついたバッチは危険ですので、付けな

いようにして下さい。 

・音の鳴る物・光る物などは破損を避けるためお控え下さい。 

 

 

 

 

 

 

○シール帳面（出席ノート） 

・入園式でお渡しします。 

○手拭き用タオル（引っ掛けられるもの） 

給食について 

持ち物・用意していただく物 

マチがあり、大きく開く形は出し入れがしやすいです。 

胸ベルトが付いていると、背負った時にずれにくいです。 

 

ファスナーで閉まる形が良いです。 



・毎日２枚ずつ持ってきてください。 

○給食袋（巾着） 

・マチのあるものが出し入れがしやすく、コップ等収納がしやすいです。 

・必要物品を収納するのにゆとりがある大きさのものを選んで下さい。 

             

                

○コップ、歯ブラシ、エプロン、スプーン等、各自使われているもの  

○乾いた状態の口拭きタオル（2 枚） 

・おしぼりかハンドタオル(20～30 ㎝四方の大きさの物)   

○口拭きタオルを入れるビニール製の袋 

・この袋に、乾いた口拭きタオルを 2 枚入れて毎日お持ちください。ジッパー付きの物

（ジップロック）を洗って繰り返し使用していただいても結構です。袋にはお名前をご

記入ください。 

○着替え（ぬれたり、汚れたりした時の着替え） 

・園ではロッカーに保管します（保管用に 2･3 セットご用意ください）。肌着や靴下の予

備もご用意ください。 

衣服の補充は、お帳面でお知らせさせていただきます。 

＊上記にあります毎日の持ち物には、分かりやすい場所に、必ず名前を記入して下さい。 

  （お名前が無い場合は、園で記入させていただく事があります） 

 

 

 

○動きやすい服装、履き慣れた靴（ひも靴以外）、着脱しやすい服装を心がけて下さい。 

・上下つなぎの服や吊りズボン 

・ジャンパースカート 

・チュニック 

・スパッツタイプのズボンや腰周りが固いズボン 

・ファスナー付きのズボン 

 

・フード付きの衣服⇒遊具に引っ掛かったり、背もたれタイプの椅子を使用するお子さ

んにとって首周りが気になることがあります。お子さんの様子に

合わせて、衣服を選択してあげてください。 

○良い形○ 

・マチがあり、自立し

て置ける 

・ひもが付いている 

・大きさに余裕がある 

×良くない形× 

・ひもが付いていない 

（椅子に掛けられない） 

服装について 

お子さんが扱いにくいことがあります。 

ご不明な点はご相談ください。 



・すその長いズボン⇒転倒に繋がりますので、折るか縫いつけるようにしてください。 

・園のロッカーには、２～３セット程を保管させていただきます。 

・靴は脱ぎ履きがしやすく、動きやすい運動靴など、足を覆える靴を履いてきてくださ

い。屋外活動中やバス乗車時、足先の怪我や転倒に繋がらないよう、サンダルはお控

えください。 

○髪の毛を留めるゴムについて…活動の妨げにならないよう、髪の長いお子さんは可能

な限り髪をまとめてあげてください。 

・髪を留める場合は飾りのないゴムで、ピンなどはお控え下さい。お友だちとの接触等

により怪我をしたり、紛失、誤飲につながる可能性があります。 

・お着替えの時に衣服に引っかかる等、着脱のしにくさにつながることもありますので、

飾りのないものを選んであげてください。 

※衣服には必ず名前を記入してください。 

（お洗濯などで名前が薄くなっていたり、消えてしまうことがあります。靴下・下着な

どもご確認ください。） 

 

 

・京都府南部に暴風警報が発令された場合、園は休園となります。また途中で発令された

場合は、お迎えに来てください。 

（状況に合わせて緊急連絡網でご連絡しますので、連絡がつながるようにしておいてくだ

さい。） 

・積雪によりバス運行ができないと判断した時は園への送迎をお願い致します。            

 

 

・震災、洪水などの災害が起きた場合は、園から保護者の皆様へご連絡をすることになっ

ていますが、もしも連絡が不可能な場合は、避難場所にお迎えに来てください。 

☆避難場所：京都市立向島二の丸小学校 

      〒612-8141 京都府京都市伏見区向島二ノ丸町１５１ 

 

空の鳥幼児園

「 

避難所：京都市立向島二の丸小学校 

警報発令時について 

災害時の避難場所 

中央公園 

至：近鉄向島駅 


