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子どもたちのたくさんの笑顔にかこまれて、一緒にお仕事をしてみませんか？

お問い合わせ  ☎088-642-7522
健祥会グループ本部 人事部   〒779-3105 徳島市国府町東高輪字天満356番地1
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“You Only Live Once.”

夢を描こう!

健祥会グループ
採用サイトはコチラ▶



保護者や地域の皆様には、日頃より健祥会グループ4園の運営にご理解・ご支援をいただき、心より
感謝申し上げます。なかなか収束をみないコロナ禍の中、多面にわたってご協力をいただいておりま
すことにも改めて御礼申し上げます。
一昨年来、園では対コロナの経験値を高めながら、安全を確保した上で、のびのびとした日常が損な
われることのないよう、努めてまいっております。子どもたちはさまざまな体験の中で創造性や社会
性、生きる力を育んでくれており、職員一同、そのすこやかな成長と笑顔に励まされています。
昨年4月にはとくしま健祥会保育園が「幼保連携型認定こども園」に移行し、４園がすべて認定こども
園となりました。また青嵐認定こども園が40周年を迎えました。
育英保育園の開園時から一貫して乳幼児期の教育の大切さを訴え、幼稚園に負けない就学前教育
を実践してきた40余年。この間、少子高齢化が進み、保育への期待も大きくなる中、時代の要請と地
域のニーズにお応えするために、順次、認定こども園へと移行。培ってきたノウハウを時代に合わせ
て常に進化させながら、設立の理念のもと、質の高い教育保育を提供しています。

コロナの行方も社会の行方もまだまだ見通せませんが、就学前教育の重要性について社会の認識
は確実に高まっており、待遇改善による保育現場の人手不足解消が分配政策の柱として位置づけら
れています。さらに、量の拡充のみでなく、質の向上への取り組みが必要なことは申すまでもなく、
コロナで加速してしまった少子化に歯止めをかけつつ、生まれてきた子どもたちをこころ豊かにから
だ健やかに育んでいかねばなりません。「こども家庭庁」の創設は2023年度へと先送りされてしま
いましたが、関連施策の司令塔として、子どもをまん中に置いた社会づくりへの大きな一歩となるよ
う期待しています。
子どもたちの育ちゆく先の社会は想像もつかないものとなっていることでしょう。しかし、何が変わ
ろうと生きるための力の源泉は「豊かな心」「友だち」「健康」です。これらを獲得できる子どもたちで
ありますよう、進化する時代にふさわしい、柔軟で創造性にあふれる素地を育んでいきたいと考えます。
子どもたちのよき育ちには、ご家庭と園、地域の皆様方と園との協調が不可欠です。どうか、グルー
プ4園に変わらぬご支援、ご協力を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。皆様のお支えを力に、
上質な教育保育サービスの提供と人財に選ばれる職環境づくりに一層努めてまいります。

健祥会グループ理事長　中 村  太 一

「豊かな心」「友だち」「健康」を
生きる力の源泉に
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健祥会グループ４園ならではの豊かな体験！

もっとリモート阿波踊り
徳島といえば「阿波踊り」。グループのシンボルマーク「明
日の木」をデザインした法被に身を包み、健祥会グルー
プ・健祥会ちるど連として、徳島市の阿波おどりの桟敷に
繰り出しています。かわいい踊り姿に桟敷から温かな拍
手とたくさんの笑顔をいただいています。20２１年も
「もっとリモート阿波踊り」に挑戦しました。

専門学校 健祥会学園の学生との交流
グループに設立されている保育学科の学生と教育・保育実習や学園主
催のTomorrow Land観覧（劇やリズム）など様々な関わりを楽しんで
います。その中で子どもたちは人と関わる楽しさや喜びを感じ、豊かな
感性の育みにつながっています。

異文化に触れる
～介護人財配偶者との交流～
健祥会グループの介護施設に来日しているEPA(経済連携協定）人財
の家族の方と認定こども園で交流のひとときを過ごしています。気軽
におしゃべりしたり、子育ての情報交換をしたりして、園児と園児家族と
一緒に交流しながら、国際色豊かな時間をみんなで楽しんでいます。

充実した施設の活用
グループ内に健祥会パートナー（体育館）、健祥会トゥモ
ローホールがあります。運動会や発表会など広々とした
施設を活用し、頑張る姿や表現することを楽しむ姿が見
られます。

感謝の日（７月３１日）
創始者へ、そして日頃お世話になっている方
に『ありがとう』の感謝を伝える日としていま
す。子どもたちからの手紙や絵、言葉で想い
をカタチにして絆をより一層深めています。

礼儀と感謝の心を育みます

教育・保育理念
二宮金次郎の心に学ぶ

教育・保育方針
徳育（心）・体育（身）・知育（知識・知恵）を基本とした環境の中で、
「礼儀」と「感謝」をモットーに原体験を通して人として生きる力を育む。

二宮金次郎の教える三徳「孝」……親を敬う「勤勉」…仕事や勉強に一生懸命励む「学問」…学び習うこと子どもたちに三つの心を範として、
大きくなってほしいという想いが込められています。

やっとさーやっとやっと！

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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子どもたちの発見や好奇
心から広がる遊び。様々
な遊具や用具、自然や動
植物と触れ合う体験を通
して心身の調和のとれた
発達の基礎を築きます。

いくえい畑で一年を通して野菜の栽培をしています。野菜
が大きく成長する過程を観察したり、野菜の味・触感・に
おいを感じたりして食育活動をしています。

「幼稚園に負けない就学前教育を実践する教育施設たれ」との理念のも
と、育英保育園が誕生しました。平成29年には幼保連携型認定こども
園に移行し、現在卒園児約700名のいくえいっ子が全国で活躍。当園に
も保育教諭として３名が入職し、頑張っています。

いろいろな人との
出会い

小さな発見から広がる世界
日常の生活や遊びのなかで子どもたちの興味・関心を広げ、

五感（見る・聞く・触れる・嗅ぐ・味わう）に響く
豊かな教育・保育環境となるよう工夫しています。

強い子　汗の子　元気な子
育英認定こども園

Ikuei Nintei Kodomo-en

とにかくやろう　今やろう
青嵐認定こども園

Seiran Nintei Kodomo-en

●概要　種　　類 ： 幼保連携型認定こども園
　　　　対象年齢 ： ０歳児(産休明け)～５歳児(就学前)
　　　　開 園 日 ： 1979.4.1
　　　　定　　員 ： 90名（2・3号認定）   6名（1号認定）
　　　　開園時間 ： 月～金　7:00~19:00
                            土　　　7:00~18:00
　　　　実施事業 ： 家庭訪問事業 ・ 一時預かり事業
                           延長保育事業 ・ 地域活動事業
                           わんぱく教室
〒770-0943  徳島市中昭和町4丁目80番地
TEL 088-626-3232  FAX 088-626-3275

●概要　種　　類 ： 幼保連携型認定こども園
　　　　対象年齢 ： ０歳児(産休明け)～５歳児(就学前)
　　　　開 園 日 ： 1981.4.1
　　　　定　　員 ： 90名（2・3号認定）　6名（1号認定）
　　　　開園時間 ： 月～金　7:00~19:00
 　　　 土　　　7:00~18:00
　　　　実施事業 ： 家庭訪問事業 ・ 一時預かり事業
                           延長保育事業 ・ 地域活動事業
                           わんぱく教室
〒770-0003  徳島市北田宮2丁目2番58号
TEL 088-632-2333  FAX 088-633-2050

1979.４.１ 設立時の育英保育園
2017.４.１ 育英認定こども園に

豊かな遊びとの出会い

自然との出会い 色んな野菜が
育ったよ！

「やってみよう！」といろいろなことにチャレ
ンジする気持ちを大切にし、「できた！」の達
成感、自己肯定感を育んでいます。

異年齢との関わりや地域とのつながりを大切に人と人が
つながることであふれる笑顔の輪が広がります。

藍染め体験

子どもが主役！いろいろな出会いが成長につながる

近所の人に

ハロウィンの衣装を

みてもらい、

お菓子をもらったよ！

藍の種を蒔いて

できた葉っぱで

染めたよ！

1981.4.1　設立時の園舎

40周年

初めての入園式
創始者　中村博彦先生

健祥会グループの原点 “育英保育園”
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2021年4月 認定こども園スタート！！

こだわりの
玄米給食

＼『稲刈り』／

＼『じゃがいも掘り』／

●概要　種　　類 ： 幼保連携型認定こども園
　　　　対象年齢 ： ０歳児(産休明け)～５歳児(就学前)
　　　　開 園 日 ： 2012.4.1
　　　　定　　員 ： 130名(２・３号認定)  １５名(１号認定)
　　　　開園時間 ： 月～金　7:00～19:00
　　　　               土　 　  7:00～18:00
　　　　実施事業 ： 家庭訪問事業 ・ 一時預かり事業
                           延長保育事業 ・ 地域活動事業
                           わんぱく教室
〒770-8070  徳島市八万町新貝93番地１
TEL 088-679-8010  FAX 088-679-8011

●概要　種　　類 ： 幼保連携型認定こども園
　　　　対象年齢 ： ０歳児(6ヶ月)～５歳児(就学前)
　　　　開 園 日 ： 2007.4.1
　　　　定　　員 ： 120名（2・3号認定）　15名（1号認定）
　　　　開園時間 ： 月～金　7:00~19:00　　　　               　　　　　　　　　土　　　7:00~18:00
　　　　実施事業 ： 地域子育て支援拠点事業
                           一時預かり事業・延長保育事業
                           地域活動事業
〒773-0015  徳島県小松島市中田町新開2番地8
TEL 0885-32-0266  FAX 0885-32-4877

五感を使った遊びを通して
豊かな感性が磨かれていく子どもたち。
晴れの日には、
広々とした芝生の園庭で
友達と一緒に身体を動かして遊びます。
桜や紅葉、楠、ドングリなどの
四季折々の木々は、
季節の変化を知らせてくれ、
子どもたちの自然を愛する心を
育ててくれます。 みなと高等学園との交流では、野菜の収穫、避難訓練

を行っています。学園のお兄さん・お姉さんが畑で育てた季節の
野菜を収穫し、いただいています。

縦割り保育
異年齢での関わりの中で思いやりの心
自分で考え行動する力を育みます

＼『田植え』／認定こども園移行セレモニー

豊かな「原体験」からの教育・保育

遊び・学びの里山
五感に響く体験を通して知恵を生み
生きる力の基礎を育てます

＼四季を体得！／

ドキドキ！！

わくわく
！！ はっけん！！

＼野菜の収穫／ ＼焼きいも／

大きな夢を　大きな優しさを
とくしま健祥会認定こども園

Tokushima Kenshokai Nintei Kodomo-en

礼儀と感謝を贈ります
こまつしま健祥会認定こども園
Komatsushima Kenshokai Nintei Kodomo-en

どろんこ遊び 絵の具遊び 造形遊び

友達っていいな！
広がる「笑顔」

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

玄米の力で

＼健康及び体力アップ！！／

地域活動＆交流
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＜毎月実施＞
誕生会・身体測定
避難訓練・高齢者施設訪問

＜年2回実施＞
個人懇談・歯科検診
内科検診・視力、聴力検査

※新型コロナウイルス感染状況により、実施内容を変更する場合もあります。

入園式

歯科検診

交通安全教室

お月見

夏まつり

こどもの日の集い

ひなまつり

お別れ遠足

銘菓の日
お屠蘇の儀

表現会

おもちつき

クリスマス会

卒園式

避難訓練

七夕祭り

主|な|年|間|行|事
四季折々の伝統文化を継承し体験するなかで、
昔ながらの文化に親しみを持ち、
仲間とともに生きる力を育んでいます。

4月・5月
・入園式
・保育参加・保護者会総会
・こどもの日の集い

6月・7月・8月
・七夕祭り　・プール開き　
・感謝の日　・夏まつり
・阿波踊り（健祥会ちるど連）

9月・１０月
・人間力づくり運動会
・敬老の日の集い
・親子遠足
・お月見

人間力づくり運動会

感謝の日

1月・2月
・お屠蘇の儀
・Tomorrow Land観覧
・銘菓の日
・保育参加・クラス懇談
・節分

身体測定

3月
・ひなまつり
・お別れ遠足
・お別れ会
・卒園式

節　分

11月・12月
・おもちつき
・クリスマス会
・表現会
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「食べること」は
「生きる力」の基礎!!
「食べることは楽しい」という気持ちを育てることが大切です。

食事作りや手伝い、マナーや習慣を覚え、
家族や仲間のために作ったり準備したりすることで

満足感や達成感を得る経験も必要です。

地産地消、旬の食材を使用しています。和食を重んじ、野菜摂取に取り組んでいます。

毎日昆布や鰹節、煮干しなどの天然素材の出汁を使ってお汁を提供しています。

おやつはパワー全開の子ども達に元気をチャージできるよう毎日手作りで提供しています。

果物は缶詰を使用せず、新鮮な旬の果物を提供しています。

食物繊維アップのためにご飯に寒天を加えたり、玄米・穀物を取り入れています。

愛情たっぷりこだわりの給食 栄養たっぷり

お米って
重い!!

きゅうりで

できたよ「う」

管理栄養士が栄養バランスを考えて献立を作成し、５大栄養素（炭水化物・たんぱく質・脂質・ビタミン・
ミネラル）が摂取できる食事を提供しています。また、子どもたちに栄養素の働きを、３色（黄・赤・緑）に
分けて伝えるなど食育活動にもつなげています。

感性をはぐくむ感性をはぐくむ感性をはぐくむ感性をはぐくむ 食 体 験
の

献立表には、
季節を感じる

旬の食材を使ったレシピや
郷土料理の

お知らせもしています。

園の畑で栽培した
野菜を収穫！

大きくな～れ

からだの
ち、ほね、にくに

なる

からだのちょうしを
ととのえる

ねつやちからの
もとになる

栄養満点献立
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人の話を聞く姿勢や感謝の気持ち、
まわりの人や物を大切にする心を身につける

茶道教室（3・4・5歳児）

13

「やる気・我慢・いけないこと」を教え、
心身の鍛錬と体力の向上を図る

岡村 邦子 講師
河野 磨 　講師

シャロン ランゲージ スクール
ワチュガ・アイリーン 講師

とくしま健祥会認定こども園 園長
田中 育美 講師

阿部 千明 講師

カワイ音楽教室
高瀬 久美子 講師
杉山音楽教室
杉山 睦子 講師

「生きる力」を身につけるために重要な３つの要素「徳（心）」「体（身）」「知（知識・知恵）」を育てます。
健祥会グループ４園では無料で専門講師による教育的サービスの提供をしています。

徳島眉山木鶏クラブ
黒瀬 英作 講師

徳島県立近代美術館より
講師を招いて

専門講師による教育的サービスの充実

体操教室（3・4・5歳児）
異文化に親しみ、英語の音声や基本的な表現に慣れ
親しみながらコミュニケーション能力の素地を養う

英語教室（3・4・5歳児）
物の性質や仕組みを体感、実験を通じて
思考力、チャレンジ力を育てる

サイエンス教室（3・4・5歳児）
美しい日本語で綴られた唱歌や童謡で
豊かな表現力、幅広く合唱や合奏に挑戦する

音楽教室（4・5歳児）

墨と筆の文化を通して「字は体を表す、
字は心を表す」という心得を学ぶ

書道教室（5歳児）
「あわてない」「あせらない」「あきらめない」という３つの「あ」を心で
唱えながら挑戦し集中力や体幹（バランス力）を養う

けん玉教室（5歳児）
徳島県立近代美術館と連携して絵画の鑑賞や
造形物、アートに触れることで、豊かな感性を育てる

アート活動（5歳児）

徳島大学大学院
社会産業理工学研究部
安野 卓 教授

12
育英認定こども園 青嵐認定こども園 とくしま健祥会認定こども園 こまつしま健祥会認定こども園

育 とく 青 青 とく

育 青 とく こま 育 青 とく こま 育 青 とく こま 青 とく こま
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健祥会グループ４園での事業内容＆紹介
認定こども園について

１号・２号・３号認定って…？

教育・保育を利用する子どもについて、
３つの認定区分を設定しています。
1号認定 ： 子どもが満３歳以上で、幼稚園、
              認定こども園で教育を希望する場合
2号認定 ： 子どもが満３歳以上で、「保育の必要な事由」に
              該当し、保育所、認定こども園で保育を希望する場合
3号認定 ： 子どもが満３歳未満で、「保育の必要な事由」に
　　　　　該当し、保育所、認定こども園、小規模保育等で保育              
　　　　　を希望する場合

☆保育を必要とする事由について
・ 就労（月64時間以上）　   ・ 虐待、DV
・ 保護者の疾病、障害　　 ・ 求職中
・ 親族の介護、看護　　　 ・ 就学中（職業訓練含む）
・ 育児休業中の継続利用
   （現に3か月を超えて利用中の児童がいる場合）
・ その他（特に保育の必要性が高いとみられる場合等）

入園の手続きってどうすればいいの？

1号認定
手 続 き ： 1号認定利用申請書に必要事項を記入し、
               入園を希望する園まで持参
選考方法 ： 定員超過の場合は抽選による選考
               （保護者を交えた面接あり）
2号・3号認定
手 続 き ： 『保育所等利用申込のてびき』を確認し、
               提出書類を揃える
　　　　　徳島市……子ども保育課 入所係
　　　　　小松島市…児童福祉課
選考方法 ： 市役所にて認定決定

保育料や給食費はどれくらい？

保 育 料 ： 市区町村民税所得額（３歳未満児）
              ☆３歳以上児は幼児教育・保育の無償化により
                  ０円です。
実費負担 ： 主食・副食費代（３歳以上児）
               保護者会費、延長保育・土曜給食代
給 食 費 ： 1号・2号認定（３歳以上児のみ）
               主食代1,000/月・副食代4,500/月
              ☆土曜日・長期休業は別途料金が必要
              ☆小松島市…副食費のみ市が負担

幼稚園と保育所とが一体となった施設として、教育・保育を提供する児童福祉施設です。
幼稚園部分（1号認定）については、保護者の就労等の有無に関わらず利用可能です。

０歳児 １・２歳児 年齢
認定区分 ２号 １号 ２号 １号
7:00 延長保育
7:30
8:00
8:30
9:00

おやつ おやつ 9:30
触れ合い遊び等 10:00

給食 11:30
12:00
12:30
13:00
14:00 降園
14:30

おやつ・授乳 おやつ 15:00 降園
遊び 17:00

18:00

降園 降園 19:00 降園

各年齢の保育・遊び
給食・（離乳食）・授乳

３号

登園登園

３・４・５歳児

登園 預かり保育
登園

朝の会
ビートランニング
各年齢の保育・教育

異年齢活動

午睡
午睡（３歳児のみ）

おやつ
遊び

午睡

延長保育
（異年齢児保育）

延長保育
（異年齢児保育）

延長保育
（異年齢児保育）

おやつ
遊び

預かり保育
延長保育

（異年齢児保育）18:30

降園

預かり保育

登園
登園

朝の会
ビートランニング
各年齢の教育・保育
異年齢活動

給食（年齢ごとに）
給食

３・４歳児（午睡）

預かり保育

11:00

※土曜日は18：00まで

地域子育て支援センター
～いつでも　だれでも集える　にこにこ広場～
子育て家庭の親子が仲間づくりや育児の悩みなどを相談できる場
を提供しています。専任の保育教諭や外部講師による楽しい子育
て講座・イベントなどがあります。

わんぱく教室
親子での遊びを通じて子育ての輪を
広げ、育児不安を解消できるよう、子
育て家族を対象に、週一回園を開放し
て開催しています。

一時預かり
保護者の就労や子育てのリフレッシュなどの
理由により、一時的にお子様を保育いたします。

家庭訪問による相談、支援
地域の方とともに、子育てを楽し
めるよう、養育に関する色々な悩
みや問題について、育児相談に
応じます。また専門機関の情報
など、子育ての情報提供を行い
ます。

資源ごみ（ＳＤＧｓ）地球環
境のためにできることを
みんなで考えて行動する
機会を作っています。

高齢者とのふれあい
月に一度、地域の施設と交流を
しています。コロナ禍のため、
リモートで歌や踊りの発表など
をしています。世代を超えてふ
れあうことで、コミュニケーショ
ン力向上につながります。

お米づくり
高齢で田畑の作業ができなくなってしまった方に代わり、職員と園
児が地域の方と一緒に田植え、稲刈りと米作りを行い、収穫したお米
をお届けしています。子どもたちは誰かの役に立つことの喜びを感
じ意欲的に取り組んでいます。

小中高とのふれあい遊び
近隣の小学生や中・高校生と鬼ごっこやドッジボール
を楽しんだり、野菜の収穫や避難訓練に参加したり
さまざまな交流を行っています。

出前保育
月に1回介護・医療・保育相談セン
ター by KENSHOKAI（タクト内）にて
育児相談と遊びの提供を行ってい
ます。

地域と連携し交通安全について教えてもらったり、いつ起こるかわからない災害に備え防災・防犯訓練を
実施したりしています。また、アドプト事業（公園・道などの清掃活動）にも取り組んでいます。

地域と
つながる
地域と
つながる
地域と
つながる

３・４・５歳児

こども園の１日って

どんなことをしているの?

段ボール＆キャップ＆
プルタブなどの
リサイクル♪ECO

徳島市 小松島市
 地域

活動・交流
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子どもたちのたくさんの笑顔にかこまれて、一緒にお仕事をしてみませんか？

お問い合わせ  ☎088-642-7522
健祥会グループ本部 人事部   〒779-3105 徳島市国府町東高輪字天満356番地1
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“You Only Live Once.”

夢を描こう!
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