
★地震対策★

1、園内について
①園舎は震度７以上に耐えうる設計です。
②備品―各組にウォーターサーバーまたは冷蔵庫、懐中電灯、軍手など緊急用具、水、おやつ、おむつ
トイレットペーパー等を備蓄、幼稚園専用の発電機も設置しています。
玄海ゆりの樹幼稚園にはお米、穀物類の野菜を備蓄しています。

③電話機能―職員が常備持っている園携帯に園内、園庭、外部に響き、緊急状態を知らせる
マイク機能を搭載しています。

④照明―地震の揺れで、電球が落ちてもすべて割れないLEDです。
⑤トイレー大人用トイレも園児達が使用できるように、大人の便座の上における園児用便座を
準備しています。

⑥耐震ラッチー園内の開き扉には、揺れが来たときに自動で閉まる性能を設置しています。
⑦行事―園児の成長を促す為と、保護者の方に年齢別や同学年の成長の違いを感じて頂くことでより
感動を深めてほしいという願いから、全ての行事を部に分けています。
少ない人数での開催になる為、緊急時に避難がしやすいこと、他の部の先生が多くいるため、誘導に
十分な人員があります。保護者の方の行事の手伝いも少ないです。

2、園バスについて
①エコバスです。防災バスマップを作成し、標高を明記し、ホームページにアップしています。
②バスにカードコシステム（保護者がいつでも運行状況を把握できる）、救急用品、水、コップ、飴、
毛布、懐中電灯、おむつ、トイレットペーパーなどを置いています。

③バスに家電が使用できるインバーターを積んでいます。
④GPS機能をつけているのでいつでも位置情報が確認できます。

★ゆりの樹幼稚園は、いつも人にとって大切な健康と地球や自然環境について考えています★

★防犯システム★
ゆりの樹幼稚園では、出入り口全てとグランドに防犯カメラ、毎月暗証番号が変わる電気施錠、２４時間の

コスモセキュリティ、ならびに全ての玄関には、内・外鍵を両方共に備えております。

また、各担任も職員同士の連絡がすぐにとりあえる様コミュニケーションを円滑にする為の携帯電話を

一人一台ずつ常備し、子ども達の命を守る為出来る限りの防犯システムを取り入れております。

髙杉学園は、平成１４年度・１５年度文部科学省 学校安全推進事業モデル園に選定されています。

★ＥＣＯＰガラスコーティング★
バス・お部屋の窓をコーティングしているガラスコート剤です。ECOPガラスコーティングはガラスに塗るだ

けで赤外線や有害な紫外線を効果的にカットしながら、可視光線を充分に通す高機能ガラスコート剤です。昨今
世界的に問題になっている紫外線の害。その紫外線を９９％カットし、家具やカーテン等の日焼けを防止すると
ともに、シミ・ソバカス、また恐ろしい皮膚ガンの元と言われている紫外線を効果的にカットします。また赤外
線も９２％カットしますので、夏場の冷房負荷を軽減します。しかも、可視光線遮断率は７％以下と極めて
クリアで、部屋の明るさ、視界を損なわないようになっています。また、音を遮断し、暑さ、寒さから守れるよ
うにガラスは全てペアガラス構造、安全の為に飛散防止フィルムが貼ってあります。

★カー・ドコ・システム（えんネット）★
携帯電話環境をお持ちの方にカー・ドコシステム（園ネット）に登録して頂き、園からの

緊急連絡メールにてより速く、正確に保護者の皆様へお知らせしております。

このシステムは、バスの運行状況を保護者の方々が携帯電話やパソコンでリアルタイムに

見て頂けます。バスの位置を確認し送迎のバス停に向かう事が出来ますので、雨の日や

雪の日等でも出来るだけお友達や保護者の方のバス停での待ち時間を短くし、安全性と

利便性を向上させたシステムです。



★低公害車『ＥＣＯバス』★
世界にたったひとつの子ども達の絵が笑顔で出迎えます～

子ども達の心と体を考えた教育という方針に基づいて、

地球の環境と子ども達の健康の為に新しいバスは黒煙がでない

エンジン音も静かなクリーンディーゼル車『ＥＣＯバス』です。

また、車内にはプラズマクラスターイオンを搭載しております。

★日よけテント★
夏場に実施する外での水遊びは子ども達からとても喜ばれています。

しかし、太陽からの有害紫外線を防御する役割を果たしているオゾン層の破壊が進んでいることも心配です。
そこで、ゆりの樹幼稚園では、全身が露出しやすい水遊びの時の、紫外線を浴びる量を少しでも少なくで
きるように、テントを設置するように致しております。
紫外線量を考慮しながらも、これで思う存分、子ども達は水遊びができると考えております。
また、外遊びの時のみんなが大好きな園庭にも、テントを設置するように配慮しています。
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★加湿器と除湿器・エアータオル★
自然通風システム、からくり網戸、断熱強化、井戸の冷却システム、ソーラーチムニーといった自然の

システムの効用と共に、一年中を通して、空気が乾燥する時には加湿、湿気が多い時には除湿をしてくれる
機械を設置してあります。
また、風邪やインフルエンザの対策として衛生面に配慮し

各手洗い場にはエアータオルも設置しております。



★ＡＥＤ（自動体外式除細動器）★
平成２１年度より、園児のための子ども専用のAEDを設置することにしました。

人はいつ、どこで、突然の心停止(心臓突然死)が起きるとも限りません。小中学校などの部活中や行事などで心

停止の悲しいニュースも最近耳にすることも多くなってきました。

そんな突然の心停止(心臓突然死)に、小さな子ども達がいる現場でも対応できるよう、子ども用の AE D が開発

されましたので、ゆりの樹幼稚園ではいち早く設置することにしました。

正面玄関 、園舎奥のけやきホールにそれぞれに設置し、園内、園外保育にも対応しています。

職員全員、 AED講習や救急救命法、心臓マッサージも受講しています。

子ども達の安全の為には、これで良いということはありませんが、これからもできうる限りのことに取り組んで

いきたいと考えております。来園の際にご確認頂いて下さると嬉しいです。

ＡＥＤ（自動体外除細動器）とは…

突然の心肺停止（心臓突然死）から命を救う為の装置です。痙攣を起こした心臓に電気

ショックを与え、正常な状態に戻します。

操作は音声ガイダンスにより指示され、電気ショックが必要かどうかもＡＥＤが判断しま

す。高度な専門知識を必要とせず、安心して簡単に操作することが出来る装置です。

小児（1歳～８歳または体重２５キログラム未満）の場合、小児

キーや小児用電極パッドを用います。小児用キーや小児用電極

パッドを用いることによって、エネルギーを成人の3分の１に減衰

したり、音声ガイダンスが小児用に変わる等小児に適したモード

に変換されます。

※小児への対応

ゆりの樹幼稚園の電気使用・節電について
ゆりの樹幼稚園の園舎は、地球と人に
やさしいエコの園舎です。
ホームページにもアップしておりますように、
節電計画を立て、取り組んでおりますが、
それでも、ピーク時にはかなりの電力が
消費されています。
そこで、今回、下記の装置を設置致しました。
全園舎の電力使用量が一目でわかる機器です。
３０分ごとに使用量がカウントされ、使いす
ぎると、音と目で見てわかる色で教えてくれ
ます。
「目で見て、耳で聞いて、心で感じて、
体で表現しよう」は園児への「愛言葉」です。
それが電力でもできるようになる訳です。
黄色になったら電気を消そう。
園児達も気づける新エコシステムの導入です。
職員室前に設置していますのでぜひご覧
くださいね。

★電気使用量時計★
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★高濃度プラズマクラスター技術塔
『プラズマクラスターイオン発生機』

業務用プラズマクラスターイオン発生機はプラス、マイナスのイオンを同時に発生させ、浮遊するウィル
ス、カビ菌を除去する仕組みです。従来のフィルター方式や加湿機能とは全く違う方式で広範囲に作用す
るものです。特に教室等の広い場所、天井が高い場所においても有効にイオンを放出することができます。

■プラズマクラスターイオンのメカニズム

自然界にあるのと同じ＋(プラス)と－(マイナス)のイオンをプラズマ放電により作り出し放出。
浮遊するカビ菌やウィルスを空中で分解・除去するシャープ独自の空中除菌技術が「プラズマクラス
ター」技術です。自然界にあるのと同じ＋と－のイオンを放出。
カビ菌やウィルスの表面に付着した時のみ非常に酸化力の強いＯＨラジカルに変化し、瞬時に表面の
タンパク質から水素(Ｈ)を抜き取りタンパク質を分解。

遠くまで高濃度プラズマクラスターイオンを届けて、人が活動する広い範囲を除去・浄化できます。
最上段のルーバーから吹き出す風で空気の層を作ってイオンを押さえ込み、遠くまで高濃度プラズマ
クラスターイオンが届きます。
また、送迎バスにもプラズマクラスターイオンを搭載しております。

エコな環境の園舎
プラズマクラスターに加え

、
更にきれいな空気の中で

安心して
遊ぼうね♪

幼稚園全体をきれいな空気にしてくれる
素敵な空間清浄機です。
子ども達が過ごす空間を衛生管理し、
環境を整え、より快適に過ごせるように各組1台
各ホール・子育てラウンジ・先生の部屋などに
計３０台（吉塚・玄海）設置しました。

ほ乳瓶や食材の洗浄・消毒、食品添加物の保存料などで
広く活用される電解水。空気清浄機「ジアイーノ」は食
塩水を電気分解することにより生成される電解水（次亜
塩素酸）の働きでウイルスを９９％以上抑制。また気に
なるニオイもスピーディーな脱臭を実現。
病院・幼稚園・介護施設など衛生管理が求められる様々
な空間に対応します。

★空気清浄器ｊｉａｉｎｏ《ジアイーノ》
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日本は「地震大国」と言われています。すべての園舎の窓ガラスをペアガラス（二重構造）にすること、
飛散防止フィルムを張ることを実施しました。

そして、ずっと、安全に関して懸念してきたこと、それは唯一残った園内のガラス、照明用の蛍光管でし
た。ゆりの樹はいつも、すべての人にとって『安心・安全・感動」の場でありたいと願っています。

目に見えること…それはただ、ＬＥＤライトに変えただけのこと
・・・けれどもそこには、こんな思いがあるのです。

感動の根底には、いつも「安心・安全」があると考えています。
どんなにいい保育をしても、そこに「安心・安全」がなくては感動はゼロになってしまう

・・・だからこそ環境を整えることに心を尽くしたいと考えています。

薬用泡ハンドソープ泡手指消毒剤

★玄関に消毒液、保護者用トイレに薬用せっけんを設置

玄関を入り、内玄関のドア前に、衛生環境の一つとして【泡手指消毒剤】を置きました。
また、保護者用トイレには【薬用泡ハンドソープ】を設置しております。

園内に入る際の手指を消毒としてご使用ください。なお、お子様が使用される場合は必ず保護者の方がつ
いて頂きますようお願い致します。
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けやきホールの壁一面が、クライミングウォールになりました。
手足と頭を使って登ってみましょう！

また部屋を囲うように、知育遊具が並んでいます。子ども達の五感を刺激する、
ワクワクする環境となりました！どうぞご自由に遊んでくださいね。
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けやきホールで
元気いっぱい遊ぼう！



次亜塩素酸水生成装置を
設置しています★

●次亜塩素酸水について●
次亜塩素酸水は光に当たることで、比較的早く分解しますが、ゆりの樹幼稚園が

これまでインフルエンザを懸念して園に常設している、パナソニックやホシザキなどの

大手メーカー製の次亜塩素酸水生成装置で作られたものは、水道水と食塩を電気分解した

もので、安全な濃度が保たれています。

一方、アルコールは保存性は良いのですが引火性があり、万が一の爆発の危険があります。

またアルコールアレルギーが出る可能性があります。安全の為に、拭き掃除の為の

アルコール入りのウエットティッシュ以外はアルコール入りのものは使用致しません。

次亜塩素酸ナトリウム（次亜塩素酸水と次亜塩素酸ナトリウムは別物です）は希釈して

使うため、希釈濃度を誤ると危険であり、原液の取扱い（保管方法など）を誤ると事故の

元です。ゆりの樹幼稚園では、生成したての次亜塩素酸水をふんだんに

使用することができます。一日使った次亜塩素酸水は、当日廃棄して毎日ボトルに

入れかえて使用します。
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災害時でも通話可能のため、もしもの場合は吉塚ゆりの樹幼稚園を経由して

保護者の方へ連絡可能となります。玄海の情報は吉塚ゆりの樹幼稚園でバックアップ
されていますので、迅速な対応手段となります。

災害の時は、携帯、スマホ、パソコンも使えない恐れが
あります。ゆりの樹幼稚園では災害時などでも子どもたちの
更なる安全を守るため、スムーズな情報共有ができる
よう最新の「IP無線機」を導入しました。
・電波が入る場所なら日本全国
どこにいても通話ができます。

・ワンタッチで同時通話可能
吉塚・玄海・地島ゆりの樹幼稚園3園同時通話できます。
髙杉学園全体で11台備えています。

・緊急災害情報配信
緊急地震速報、津波情報、気象警報・注意報
土砂災害警戒情報、河川洪水予報等が届きます。

・非常時の通信手段として
災害時もグループ通話や個別通話が可能です。

★IP無線機導入について★

このようなシールを
バスの窓にも
貼っています。

コロナウイルスが懸念され始め、自主登園が始まった3月、6月に既に実施済みです。

次回は9月に実致します。今後も、毎日の、拭き上げ、消毒はもちろんのこと園バスは3か月に1度、
クレベリン発生機に装着したクレベリンカートリッジから出る二酸化塩素を高濃度で車室内に、拡散する
ことで、シートや天井などの内装材を除菌・消臭します。

★バスの消毒について
（3か月に1度、クレベリンカートリッジによる長期除菌を実施）★



●光触媒・・・
太陽や蛍光灯の光が当たると、
その表面で強力な酸化力が生まれ、
接触してくる有機化合物や
細菌などの有害物質を
除去することが
できる環境浄化材料

さらに安心・安全な環境になりました☆

QAISair（光触媒・脱臭システム）を導入しました☆
マザーウォーター、プラズマクラスター、空気清浄機ジアイーノ、バズのクレベリンの導入に
引き続き、園児たちの安心・安全の為に、導入した新しいシステムです。
イオン・オゾンを発生させずに光触媒によって除菌・脱臭を行う機械「QAISair（クワイスエアー）」を
幼稚園に導入しました！！体に害がない、園児に優しい除菌・脱臭システムです。
各教室、ゆりの樹ホール、けやきホール、職員室に設置しています☆

★ICカード・「えんとつ」システムで
登降園を管理しています★

子ども達の安心・安全の更なる確保の為、令和2年度よりICカードを
導入、令和４年度より「えんとつ」システムを導入しています。ICカードとえんとつが
連携しており、登降園状況をいつでも把握することができます。

子ども達の登降園情報の登録・確認、
園からのお知らせをいつでも

「えんとつ」で確認することができます。

「えんとつ」システム ICカード

カードをスキャン
するとかわいい
動物が出てきます☆

通園かばんにICカードを付け、子ども達が
自分でカードをスキャン出来る様になります。
お友達の楽しみの１つです☆



ゆりの樹幼稚園は全クラス二人担任制ペアクラスです。その為、ゆりの樹幼稚園には担任と共に

お母さん先生が数多くいます。お母さん先生とは元幼稚園教諭であった先生が子育てを一段落させ、

再び戻ってくれた先生のことです。

自分の子育ての経験も加えて担任をサポートして

くれる頼もしい存在です。

担任、副担任だけでなく，園長、教頭、副園長、

フリー、課外、バス、お預かりの先生など、皆の先生

で子ども達を見守り教育します。

また、学年全体を把握する教務主任も配置し、園児を担任が安心して見守り、

保育できるサポート体制が整ったシステムです。

「人間は人の間」と書くように、人と人の間でしか生きていけません。

幼稚園はその友達との接し方、生き方、社会生活の営み方を覚えるところです。

その為にはある程度の集団の人数が必要です。集団での育ちあいがなければ、幼稚園に預ける意味は

ありません。目が届けばいいというだけなら、家で一人で育てた方がいいわけですが、それでは真の

人間には育ちません。体験を子どもにとって、どんな良い体感保育に変えてあげられるか、どんな教育観を

持ち、その教育をいかに、環境を整え、安心安全な場所で、個々の園児の特性、個性に合わせて、適切な

時期に適切な量とタイミングで与えることができるかを考え、きめ細かな保育プログラミングとグループ

ダイナミクスを発揮した集団でこそできる教育を本園では複数の先生、ティームティーチングで実践して

います。
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家庭と幼稚園を以下の発行物で結び、子ども達の輝く笑顔をお伝えしています

●ママはセラピスト【年１回発行】美稚子先生のセラピストとしてのお話
人間は人と人との間でしか生きていけない社会的動物です。

だからこそ人間関係に悩んだり、子育てに迷ったりします。
その時はチャイルドケアセラピストとしての美稚子先生の本を読むといつしか心が軽くなります。
カウンセリングルームへいつでも遊びにおいでください。

●大樹通信【年４回発行】
ただ単に、家庭への連絡だけではなく、社会の各分野で活躍されている方の

寄稿や、子ども達の輝く言葉、クラスだより、子育てポイント等掲載しています。

●ママのてまくら【年１回発行】
子育ては、長距離レースのようなもので時には、疲れ果てることもありますが、子ども

にどう関わればいいか考えあぐねた時、この本を読んでください。子どもの育つ姿を幼稚
園の立場からアドバイスしています。

●お話の宝石箱【年５回発行】
子ども達の何げない一言は、大人にはとても真似ができない程、感動的でキラキラ輝い

ています。この素敵な子ども達の言葉を残してあげたい、できれば、お母様達にも、子ど
も達の成長の姿として、知らせてあげたいと、本園では、「せんせい あのね・・・」－
お話の宝石箱－として、ひとりひとり個別に書き記し、保護者の方にお渡ししています。
子ども達は、毎日、私達に素晴らしい感動を与えてくれます。それは、子ども達同士、

私達との触れ合いの中から生まれる言葉です。やがて成人した時に、いつの日か、ひとり
ひとりがこの通信を開いてほしい、そして、「心の陽だまり」にしてほしい・・・そう
願っています。幼い一言の記憶が、ただの記録ではなく、大きな人生の「道しるべ」に
なってくれるだろうと信じるからです。幼児期における保育は、瞬間が大切です。
あの時、ああ言ってあげたら・・・。では遅いのです。その瞬間の子ども達との触れ合い

を大切にし、豊かな教育の目を培う為にも、この通信は光を与えてくれています。素敵
なひとりひとりの子ども達の為に、そして、私達も成長する為に・・・「お話の宝石箱」
の１ページがはじまるのです。

●ホームページ
ここ数年、インターネットが急速に普及してきました。

ホームページを子ども達のタイムカプセルとして

思い出を綴っています。在園生が、中学生や高校生になった時、

インターネットは、あたりまえの世の中になっているでしょう。

小さいころが懐かしくなった時、ふと自分を思い出すことができる。

そして、もしいつか翼が折れた時も もう一度、

勇気をもって羽ばたいてほしい。そんな願いを込めて、

今を大切に歩んだ足跡を残しています。

●インスタグラム
ゆりの樹幼稚園公式インスタグラムを

開設しました。

従来のホームページではご覧いただけなかった

練習風景や日頃の様子なども動画を交え、

SNSならではの子どもたちの一瞬の表情や

感性を魅力いっぱいお届けしております。
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●ミセスカレッジ

パステル制作、手作りおもちゃ制作、クラシックコンサート、絵と音楽によるコンサート、

美稚子の子育て講座、ダンボールコンポスト講座

結婚してはじめての土地、はじめての子育て、お母さま達の悩みは尽きません。

一緒に同じ事を楽しみ、学ぶ中から共感が生まれ、新しい友人ができることにより子育てが、

人生が何倍も楽しくなります。ママ達の為のほっと一息できる時間を創ります。

お気軽に２階の子育てラウンジにもおいで下さい。

●パパズクラブ

スポ－ツチャンバラ大会、バーベキュー大会、三園合同パパズクラブ

お母さまが安心して家族を守り子育てができるのはお父さまの力が大きいのです。

お父さま同士の親睦をはかり、同時に子どもをしっかり見つめることによって、

更に、家庭でのお母さまや子ども達をバックアップできるパパ達の為のネットワークです。

今、自己肯定感を持つこと、自分を愛することが難しい時代だといわれています。

子育ては自分が成長するまたとないチャンスです。子どもを生み、子どもを愛し、子どもを

育てる満足感は、再度親自身が自分を愛し、自己肯定感を持つ為のプロセスです。子育ての

過程は、生涯の経験の中でも何ものにもとってかわれるもののない素晴らしい経験であり、

子どもを見つめることで、自分を捉えなおす大きな契機です。子育ては「自分育て」に繋

がっていくのです。

その為にご希望の保護者によるレクリエーションを実施しています。

ゆりの樹幼稚園は子ども達と一緒に育っていくお父さま、お母さまを応援します。

子育ては自分育てです すべて大丈夫気づいた今からが出発です
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