
４月　　　　　　　　　　　　　
　入園式
　父母の会総会
　じゃがいも苗植え
　べっこう飴作り

５月
　子どもの日の集い　花まつり
　遠足（電車・バスで越前松島水族館へ）　
　交通安全教室
　歯科検診　健康診断　検尿
　降誕会園児大会
　いちご摘み・さくらんぼ収穫
　トマト苗植え
　いちごジャム作り　

６月
　衣替え 　保育参観
　お茶会 　遠足ごっこ
　どろんこ大会
　坂井図書館での読書
　ラーバンの森体験学習
　さつまいも苗植え付け
　

７月
　七夕まつり　
　プール開き
　るんびに夏まつり
　サンセットビーチ海水浴
　じゃがいも掘り・トマト収穫

８月
　人形劇観劇(劇団とんと)
　お茶会　プール遊び
　個人懇談
　照圓寺宿泊研修(お寺に泊まろうIN　SHOENJI)

９月
　交通安全教室
　防災センター体験学習

１０月
　衣替え　健康診断
　お月見会
　るんびに運動会
　いもほり遠足
　キウイ・柿収穫
   

社会福祉法人　照育会

るんびに保育園

手を合わせることからやさしい心、
　　　　　　　　　感謝の心を育てます

　保育目標

わたくしたちは
　　・ありがとうといえる子に
　　・がんばる子に
　　・じぶんのことはじぶんでできる子に
　　・たすけあえる子に
　　・きまりをまもる子になります

919-0527　福井県坂井市坂井町下兵庫56号4番地
　　　　　TEL　（0776)72-0229
          FAX  (0776)72-8484

１１月
  交通安全教室
　お茶会　焼き芋会
　坂井市文化祭作品展示
　干し柿作り

１２月
  るんびに発表会
　おもちつき会
　雪あそび

１月
　かるた大会（百人一首）

２月
　節分　豆まき会
　子ども報恩講(保護者及び祖父母参観)

  小学校体験入学

３月
　桃の節句　ひなまつり会
　交通安全教室
　ホットケーキ会
　お別れ会
　お別れ遠足(福井県立恐竜博物館）
　卒園式
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各月
　英語教室
　絵画造形教室
　リトミック教室
　体育教室
　お茶会

中旬
　身体測定

下旬
　お誕生会  避難訓練

年間行事
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 8:00～ 登　園 ・ バス出発

        自由遊び

 9:30～ お参りと集会

10:00～ 年齢別・異年齢別保育

12:00～ 昼　食

13:00～ 午　睡

15:00～ おやつ ・ 自由遊び

16:00～ 降　園 ・ バス出発

　　

　　開園　7:30  閉園　18:00

　　7:30～8:00及び17:00以降につい

　　てはご相談に応じております。

保育園の１日
緑色青色の文字はゆり組の活動です

照
圓
寺
宿
泊
研
修

　
　
　
　
　

～
鐘
つ
き
～　

豆
ま
き

1日研修
（ラーバンの森）

1日研修
（ラーバンの森）

1日研修
（ラーバンの森）

1日研修
（ラーバンの森）

　

おもちつき

鼓   隊鼓   隊



　それぞれに豊かな個性を持った子どもたちをるんびに保育園では、
様々な体験を通じて知育、徳育、体育にバランスのとれた成長をとげる
よう保育しています。
　昨今、心の教育（徳育）が最重要と言われていますが、開設以来から
既に仏様の慈悲に導かれて子どもを育てることを創設の精神として、心
の教育を大切に考えて参りました。
　これからも、職員一同これらの伝統を守りつつ更なる研究努力を重ね、
より良い保育を心がけていきたいと思っております。

創　立　昭和４１年１２月２６日
園児数　６０名（定員）
施　設　構造：鉄筋コンクリート造
　　　　　　　２階建１部３階になって
　　　　　　　おり、屋上にて水遊びな
　　　　　　　どもしております。
組編成　＜年齢別＞
　　　　も　も　組（0.1歳児）
        たんぽぽ組（2歳児）
　　　　さ く ら組（3歳児）
　　　　す み れ組（4歳児）
　　　　ゆ　り　組（5歳児）
　　　　＜異年齢別保育＞
　　　　2,3,4,5歳児を縦割り編成
特別保育事業
　　　　☆産休明け乳児保育
　　　　☆障がい児保育
　　　　☆地域活動
　　　　☆電話育児相談

産休明け（もも組）から６歳（ゆり組　就学前）
までの一貫した教育と養護を行っています。

　　　　　　    音楽活動＆ボランティア活動
　　　　《和太鼓、マーチング・カラーガード、器楽演奏》
　５歳児は夏祭りに和太鼓演奏、運動会にはマーチング・カラーガー
ドを披露します。また、発表会ではマリンバ、バスマスター、グロッ
ケン、キーボード等で合奏しています。
　　　　　　　　《老人施設ボランティア慰問》
敬老会や町の文化祭から招待を受ける事もあり大変喜ばれています。
　　　　　（４歳児は５歳児に準じて練習しています）

地域や家庭で、年齢の違う子ども同士のつな
がりが稀薄になっている現在、園ではこれら
をふまえた縦割り保育（異年齢別保育）を行
っております。更に同年齢の子ども同士のつ
ながりを大切にした年齢別保育もしており、
心の育ちを深め、発達を促し思いやりの心、
助け合う心、譲り合う心を育てます。

       体力づくり
当園は園舎南側と屋上に運動
場をもっております。『裸足
保育』による土踏まず形成、
集団の楽しさを十分に取り入
れた様々な遊びを通じて幼児
期に、いちばん形成される調
整力を養う体力作りを行い、
更に体育教室にも参加してい
ます。また、４,５歳児は毎朝
マラソン、冬は〝なわとび〟
をして心と身体の調和をはか
り、健康的で明るく活力に満
ちた生活を目指しています。

　

食事
体にとてもよい自然の食材を使用し
て、栄養バランスのとれた献立を
子どもたちに提供しております。
食物アレルギーのあるお子さんの相
談も受け付けております。

        クラシック音楽
幼児期からのクラシック音楽との出会
い。音楽脳とも言われる右脳を使うこ
とが、情操を豊かにすることはご存知
の通りです。園では昼食時および昼寝
の時間にはクラシック音楽を園内放送
しております。
各クラスにピアノを配置し、音楽教育
にも力を入れています。子どもたちは
歌も大好きです。

　「るんびに」とは、おしゃかさまの誕生地の
　　名前です。おしゃかさまはネパールにある
　「るんびにの花園」でお生まれになられまし　
　　た。ほとけの子を育てるという願いから
　「るんびに保育園」となづけました。

園名の由来

体育教室　２歳～５歳児

　体育の先生をお招きしてマット、跳び箱、

ボール、鉄棒、平均台、水泳（夏）、縄跳

びなどで体と心を鍛えます。

るんびに　の　しるべ

　　　年齢別・異年齢別保育

 るんびに保育園の概要

るんびに保育園

　　　　　　　入園条件
★坂井市内のお子さん
★坂井市以外のお子さんは
　地元の市役所で広域保育
　として申し込んで下さい
※これより就学前（ゆり組）
　まで在籍可能なお子さんの
　応募をお待ちしております。
　入園から就学前までを系統
　だてた一貫教育をしており
　ますので、安心してお預け
　下さい。

英語教室英語教室

まじめに学習中
　　　　（ひらがな、数字、時計など）

なかよしクラスなかよしクラス

リトミック教室リトミック教室

          
　　午前中は知的徳育体育のバランスをとりながらの保育。
（年齢に合った学習。英語教室、体育教室、絵画造形教室、
　リトミック教室、茶道教室へも参加）
　　午後はお昼寝をせずに体力づくり、レクレーション的
　な保育（公園への散歩、図書館での読書、クッキング、
　地域の方々とのふれあい、戸外での自然観察等)をしてい
　ます。
　　また、海水浴、色々な施設への小遠足、寺院での宿泊
　研修など５歳児のみの計画が盛り沢山です。
　　一年を四期に分けたカリキュラムを作成し、より優れ
　た５歳児（就学前）としての教育と養護を行っておりま
　す。保育園から小学校生活にスムーズに移行できる様、
　細心の注意を払っております。
　　園内では年長としての自覚を持って小さいお友達のお
　世話役をし、園外では老人施設の慰問、町内の催し物で
　の発表等色々な面で力を発揮しています。また、数々の
　野菜や果物の植え付けから水やり、収穫そしてクッキン
　グなど食育にも力を入れています。集団で力を合わせて
　活動していくうちに持続力や集中力が身に付き、スムー
　ズに小学校生活に移行できる様になります。

　　　　５歳児（就学前）保育

　　～まとめのゆり組の一年～

英語教室 ２歳～５歳児

 月２回、英語と音楽の先生をお招き

して、電子オルガンの伴奏で歌ったり

ゲームをしながら楽しいレッスンを受

けています。

　日本語はもちろん大切です。正しい

日本語がきちんと身に付くよう、深く

配慮しながら英語のほうも楽しく遊ぶ

中で覚えていってほしいと思っていま

す。

絵画造形教室  ２歳～５歳児

　子どもの豊かな表現力の源は、日々の生活、あそびが豊かである

か否かだといえるでしょう。表現とは人の内面に深く根ざすもので

あり、幼い頃からの育ちの環境が大いに影響するものといわれてい

ます。絵画造形教室では「子どもは生まれながらに個性的。造形表

現は一人ひとりが答えを生み出す世界。」という考えのもと、子ど

も達が十分に「表現を通して自分を磨く」ことができる環境（人・

もの）を提供しています。

リトミック教室 ２歳～５歳児

　音楽に反応して動くことで感じる心や想像力

さらに創造の喜びを育てていく音楽教育です。

ピアノに合わせて体を動かしたり、カード・ス

ティック・カラーボードを使ってリズムをとっ

たりします。２歳位から始め、子ども達の楽し

みの時間でもあります。（リトミック研究セン

ター上級資格保持の保育士が担当）

子ども報恩講子ども報恩講

茶道教室４歳～５歳児
　
　茶道は、言わずと知れた日本の伝統
文化であり、日本の良き礼儀や作法を
今に伝える貴重な文化と言えるでしょ
う。西洋化が進んだ現代日本社会では、
普通に過ごしているとなかなか体験で
きない事だと思います。｢子ども達にも
素晴らしい日本の文化に触れさせた
い」という思いからご講師の先生をお
呼びしております。


