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社会福祉法人  光琳会 

玉川さくら保育園 
〒194-0041 町田市玉川学園 3-35-48 

       TEL 042-725-2166 

       FAX 042-710-0206 

ＨＰ http://www.tamagawa-sakura.ed.jp 



 ○園○の○概○要  

 

玉川さくら保育園は、社会福祉法人“光琳会”の設置運営による私立の認可保育所であって、  

平成 14年 4月１日に法人の第 2の保育所として開園しました。 

  

 

法人の概略 

（１） 法人の名称   社会福祉法人 「光琳会」   

   

光琳会の“琳”という字は“美しい 

          玉“または“美しい玉のふれあう音”   

          を意味するものです。 

          それは、子どもそのものであり、 

          子ども達がお互いにふれあって、        遠足での親子体操 

          現在を最もよく生き、素晴しい     

          未来をつくりだすことを願って             

          名づけられたものです。             

 

 

（２） 法人設立   昭和 47年 7月 1日 

 

（３） 創 設 者   初代理事長 林 富 

 

（４） 法人本部   東京都町田市玉川学園 3丁目 35番 48号 

       社会福祉法人 光琳会 

       ＴＥＬ 042-725-2166 

       ＦＡＸ 042-710-0206 

 

 

（５） 経  営     １ こうりん保育園 昭和 48年 5月 1日 開園 

         東京都町田市金森 7丁目 6番 4号 

 

       ２ 玉川さくら保育園 平成 14年 4月 1日 開園 

         東京都町田市玉川学園 3丁目 35番 48号 

 

（６） 代 表 者   社会福祉法人 光琳会  理事長 林 善治 

              



保育理念 

 将来 社会の一員としての円満な人格の形成を目途に 現在を生きる乳幼児の健康と安全

に努め 保護者と共に 幸せを介助する 
 

人格形成の基礎は 乳幼時期が最も重要な時期で 身心ともに健やかに 且つ 個性 を尊重し 子ども同士ふれあう

中で 適切な日常生活（特に基本的生活習慣の自立）を営むことができるように努める 

 

 

基本方針 

1. 職員と保護者が連絡を密にし「保育所保育指針」に基づいて、各年齢やひとりひとりの発

達にふさわしい保育内容を実施する。 

2. 保育園に関わる全ての人に対し、心のこもった福祉サービスを提供する。 

3. 保護者に対しその意向を受け止め、子どもと保護者の安定した関係に配慮し、保育所の特

性や保育士等の専門性を生かして、その援助にあたる。 

4. 地域に開かれた保育園を目指す。 

 

 

保育目標 

1. のびのびと明るく元気な子ども 

2. 挨拶ができる子ども 

3. 身の回りのことを 自分でできる子ども       

4. よく物を見 よく考える子ども 

5. 自分も友だちも大切にできる子ども          

 

 

 

 

                                    

                        散歩の後のプールって最高！ 

 

 



施設の概略 

（１） 施 設 名  玉川さくら保育園          

          保育園名は さくらの名所として知ら 

れる玉川学園にふさわしく、玉川さくら 

保育園と名づけられました        

 

所 在 地  〒194-0041               

       東京都町田市玉川学園 3丁目 35番 48号  2018年 完成 なかよし広場 

                    ＴＥＬ 042-725-2166 

                    ＦＡＸ 042-710-0206 

 

（２）定    員     67名  0歳児 9名  １歳児 10名   2歳児 12名   

 3歳児 12名     4歳児 12名    5歳児 12名 

 

（３）施設の規模   敷地  東京都有地借地  750㎡ 

              法人所有地    513.42㎡（なかよし広場） 

           建物  構造 RC造 2階建  574.82㎡ 

 

（４）職   員   理事長  園長  事務長  主任保育士  保育士  看護師  栄養士  

調理員  用務員  嘱託医等  設置基準により配置 

 

開園している時間               

日曜日、祝祭日、年末年始（12/29～1/3）以外は開園しています。        

保育時間は次の通りです。 

 

開 所 時 間       午前 7時 00分～午後 7時 00分 

短時間保育認定の方   午前 8：30～午後 4：30   

標準時間保育認定の方  午前 7：00～午後 6：00   

上記以外の時間は延長保育となり、別途料金がかかります。 

 

入園申し込み・手続き                     

町田市役所 保育・幼稚園課に「申請書類」を提出し、選考会議によって決定されます。 

 

保育料 

「保護者の市民税の合算額」により決定された保育料を市役所に納めて下さい。 

 



保育の内容  

○ 保育所保育指針 及び 保育課程を基に 養護と教育を一体的に行っています。 

○ 4・5才児は講師による体操指導・英語正課カリュキュラムがあります。 

○ 5才児は講師による和太鼓指導があります。 

 

一日の過ごし方 

時間 ０才児 時間 1・２才児 時間 3～５才児 

7:00 順次登園 7:00 順次登園 7:00 順次登園 

8:30 視診・検温・室内遊び 8:30 視診・室内遊び 8:30 視診・自由遊び 

 一人ひとりの生活リズム 9:45 おやつ 10:00 指導計画に添った遊び 

  を大切にし、遊び（散歩・ 10:00 遊び（園庭、散歩、室内等）    

 
日光浴）睡眠 食事    

ミルクなど 
11:00 食事 11:30 食事 

  12:30 午睡 1:00 午睡 

  3:00 めざめ 3:00 めざめ 

     おやつ・自由遊び   おやつ・自由遊び 

4:30 順次降園 4:30 順次降園 4:30 順次降園 

6:01 延長保育 6:01 延長保育 6:01 延長保育 

7:00 延長保育終了 7:00 延長保育終了 7:00 延長保育終了 

 

 

家庭的な保育園です。幼児クラスは「兄弟」（3～4 人）を作り、自分より小さい子のお世話

をしてあげる中で、優しい心を育んでいきます。 

 

入園の年齢 

０才児（生後 57日目）から小学校就学前までの乳幼児 

 

 

健康について 

・薬はお預かりしておりませんが、救命に関わるけいれんやアナフィラキシーなどについては 

ご相談ください。 

・アレルギー除去食は、医師記載の「生活管理指導表」に基づいて対応しています。 

 

 



統合保育の実施 

子どもの心身の状況や、専門的療育などを慎重に考慮したうえ、その権利を尊重し、統合保育

を実践しています。 

 

                   

年間行事予定 

4 月    入園式 保護者会 

5 月    親子親睦（0～5才児） 

6 月    個人面談 

7 月    夕涼み会            たいこっておもしろい！ 

     5歳児お泊り保育             

9 月    防災訓練（園児引渡し訓練）     太鼓の練習 

       個人面談（～1２月） 

10  月    運動会 バス遠足（3～5才児） 

11  月    消防署見学 

12  月    こども会（生活発表会）もちつき クリスマス会 

2 月    クラス懇談会                                   

3  月    卒園式                                           もちつき 

                            

 

≪その他≫  誕生会（毎月１回）  身体測定（毎月１回）  避難訓練（毎月１回） 

       定期健康診断（年 2回） 0才児健診（年２回）  歯科健診（年１回） 

       ＊保育参観は随時行っています。 

 

育児相談の受付 

複雑な現代社会、育児や生活に関する不安や心配が増えています。そんな時、ひとりで悩ん

だり、問題をかかえこんだりせずに、気楽に声をかけてください。（予約制） 

 

わいわいひろば【保育室の開放】（予約不要・無料） 

 

 育児が一番大変な時期 乳幼児の子育て真っ最中のご家族が、子育てへの不安や孤立化を防

ぐために、地域の皆様が自由に活用していただける場所『わいわいひろば』を設置しています。 

                                



一時保育さくらんぼ 【町田市民対象】 

            （予約制・有料） 

 

 

こんな時にご利用下さい。 

（年度ごとの登録が必要です。）               

♥  パートタイムでお仕事をしている。（週 1～3日）      一時保育の部屋 

♥  お仕事を探している間、預けたい。（面接など）      

♥  ご家族の入院・通院・介護などで、家庭での保育が出来ない。    

♥  お母さんのリフレッシュタイム（学習やレクリエーションなど）を持ちたい。 

 

※ 定期利用保育希望の方はご相談ください。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

玉川さくら保育園園歌 
 

                  

 

  作詞・作曲  創設者 初代理事長 林  富 

 

1.さくら花さく 仲よし坂の     2.お庭にながれる 池の水     3.西のお山に 日がしずむ 

  お山のてっぺん 保育園       砂場にどっかり 石の山      とうさん かあさんいそぎ足 

 先生 ともだち まっている     ことりもともだち うたってる   ほーら きこえて くるでしょう 

    うんとこしょ どっこいしょ     うんとこしょ どっこいしょ    うんとこしょ どっこいしょ  

    それ いそげ            すなだらけ            すぐ そこに（明日天気になあれ） 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
社会福祉法人 光琳会 

 
玉川さくら保育園 

 

 


