
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

学校法人 健生学園 

ダヴィンチ英智保育園 

（内閣府認定 企業主導型保育事業） 

〒981－1104 

仙台市太白区中田 4 丁目―4－35 

学校法人健生学園東日本医療専門学校内 

022－242-7320（TEL） 

 

●東北本線・仙台空港ア

クセス戦・常磐線「南仙

台駅」より徒歩約8分！ 

 

 

学校法人 健生学園 

英語教育 

English 
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 保育理念 
 

～興味から将来の選択肢へ～ 

 

 

代表取締役 あいさつ 

この度、学校法人 健生学園が母体となりまして、英語教育、体育、

食育を将来学習面や生活面で成果を上げることをミッションとし子

供達の発達、成長プログラムのダヴィンチ英智保育園を開園する運

びとなりました。 

幼児言語の発育に詳しい著名人の方々や、体育の専門家、幼児の

食育に詳しい栄養士を迎え、更にネイティブスピーカーの外国人講

師も入り、キメの細かい、保育園を目指してまいります。お子様の

成長に素晴らしい未来が開けます様に、私達も日々進化し続ける所

存でございます。 

 

学校法人 健生学園 理事長 中尾 充 

言語にとらわれず自信と意欲をもって未来を生きる子どもを育てる 
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時間 Am（Time） 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Daily Schedule 
 

時間 Am（Time） 
活動（Activity) 0～1 歳児  活動（Activity) 2 歳児～5 歳児 

7：00～ 随時登園/自由遊び 随時登園/自由遊び 

9：00～ トイレ time 体操・歌（1.2 歳児おやつ） 

9：30～ 午前おやつ トイレ time/朝のお集まり 

9：45～ クラス活動 クラス活動 

10：45～11：00 トイレ time/ 

ランチ準備 

1,2 歳児トイレ time/ 

ランチ準備 

11：05～ ランチ 1.2 歳児ランチ 

11：20～ 自由遊び 3 歳以上児トイレ time/ 

ランチ準備 

11：40～ お昼寝準備 3 歳以上児ランチ 

12：00～ お昼寝 自由遊び/トイレ time 

12:30～ 

 

お昼寝準備/お昼寝 

 

15：00～ 目覚め 

トイレ time・おやつ 

目覚め 

トイレ time・おやつ 

15：40～ 自由あそび Book time/クラス活動 

16：15～ 帰りのお集まり 帰りのお集まり 

16：30～ 自由遊び/降園 自由遊び/降園 

18：30～ 延長保育/夜間おやつ 延長保育/夜間おやつ 

19:30 
閉園 閉園 

 

イベント等により、時間が多少ずれることもあります。その際はあらかじめお知らせ致

します。 
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MONTH EVENT Other 

4 April イースター/お花見ピクニック 

 

 

5 May 3 歳以上児遠足/ピクニック（園児の

み） 

Health check 

 

6 June ★保育参観/ Farm  

7 July ★夏祭り/たなばた（流しそうめん） Farm  

8 August 年長児お泊り会 Farm  

9 September ★運動会  Farm  

10 October ハロウィンパーティー Farm  

11 November 芋煮会  Health checks 
 

12 December ★クリスマスお遊戯会  

1 January 餅つき会/★保育参観  

2 February 豆まき/バレンタインデー/★保護者

会 

 

3 March ひな祭り会/★卒園式  

※イベント内容は変更する場合がございます。別途年間予定表をご覧ください。 

★は保護者参加イベントです 

 

※健康診断 年 2回・歯科検診 年 1回 

※毎月、お誕生会、身体測定、避難訓練を行います。その他、不審者対応訓練。 

 

 

 Da Vinci Event 
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◆入園要項について               

・対象年齢  生後 6 か月から６歳（就学前）まで 

・定  員  19名 内訳・・・企業枠 14名 地域枠 5名 

・保育時間  午前 7 時 00分～午後 7時３０分 

・延長保育  午後 6 時３０分～午後 7 時 3０分（１８：３０～おやつ提供あり） 

・保 育 日  月曜日～土曜日まで 

※個別面談や子育てに関するご心配やお悩み等、ご遠慮なくご相談下さい。 

 

 

◆送迎・連絡事項に関するおねがい                  

・AM９：１５から活動を始めます。通院（診察結果をご報告お願いします）な

どの途中登園はやむを得ない場合のみ可とし、欠席の場合には AM９：0０ま

でに必ずご連絡下さい。 

 

・送迎の際には、必ず送迎表に時間を記入してください。 

登降園時の際は必ず職員を通し健康状態やご家庭での様子などをお知らせく

ださい。又、保護者以外のお迎えの場合には必ず事前にお知らせください。 

お迎えは PM6：３０までにお願いします。やむを得ず遅れる場合は必ず早め

にご連絡をお願いします。尚、延長保育をご希望の場合は事前にご相談くださ

い。 

 

・駐車場のご利用できますが、お迎えの混雑時など、速やかにご帰宅下さいま

すようご協力お願いします。イベントの際には近隣の駐車場をご利用下さい。 

 

・イベント、災害時、その他感染症等のお知らせは書面配布、スマートフォン

アプリ「kidsly」の情報ツールにて随時お知らせいたしますのでご登録をお願

いいたします。 

 

・園内活動の様子は Facebook【Kensei Hoiku】やHPより不定期で更新して

おりますので、顔写真掲載をお断りの方は事前にお声かけ下さい。 
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◆保育料について                    

年齢/クラス名 基 本 保 育 料 

0歳児 (Mint ミント) ￥37,000 税込/月 

1歳児 (Aqua アクア) ￥37,000 税込/月 

2歳児 (Sky スカイ) ￥37,000 税込/月 

3歳児 

(Turquoise ターコイズ) 

￥31,000 税込/月 

4歳児 

(Sapphire サファイア) 

￥27,500 税込/月 

5歳児 

(Cobalt コバルト) 

￥27,500 税込/月 

 

※以下、集金袋にて集金いたします。（月末締、翌月初払）  

①  卒園積立金(年長クラスのみ) 月額 500円（税込） 

②  諸経費(イベント・絵本等)…月額 500円（税込） 

※その他発生した料金は、その都度現金にてお支払頂きます。 

   

１． 月極保育料は前納制です。毎月２０日に仙台銀行自動送金サービスでの

お支払となります。初回契約時のみ現金お支払いをお願い致します。 

   

 

振込先口座：仙台銀行 宮町支店   普通預金 0019815  

 

フリガナ  ガッコウホウジン ケンセガクエン リジチョウ ナカオミツル 

       学校法人 健生学園 理事長  中尾 充 

 

  

 

 

◆延長保育について                    

・延長保育      18：30～19：30 \5,000(税込)/月 

※18:31以降おやつ提供あり（おやつ代含む） 

             18：31～10分毎 

・土曜日    ※土曜保育は、前月 20日まで（厳守）ご予約が必要です。 

 

※振込手数料はご負担願います。 
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◆施設概要について                

 
○施設の所在地   〒981－1104 宮城県仙台市太白区中田 4 丁目 4－35 

○事業開始年月日  平成 31 年 4 月 1 日 

○設  置  者  学校法人 健生学園  （代表取締役理事 中尾 充） 

○管  理  者  阿部 綠 

○施 設 概 要  建物の構造：鉄骨鉄筋コンクリート造 

主な設備：乳児室（1 室 11.83 ㎡）保育室（3 室 123.5 ㎡）調理室（1 室 13.58 ㎡） 

医務室（1 室 6.13 ㎡）その他（39.96 ㎡） 総延べ面積 195 ㎡ 

○提供する保育サービス 

   ◇開所時間 

     月曜日～土曜日  7:00～19:30（延長保育あり） 

         

◇保育内容・利用料金 

        月極預かり：0.1.2 歳児クラス 37,000 円（生後半年より預かり可能）  

：3 歳児クラス  31,000 円 

：4～5 歳児 クラス 27,500 円 

       ◇延長保育内容   

     延長保育 18:31～19:00  5,000 円（税込）/月 

                                    ※おやつ代含 

      

     業務時間外保育 ※7：00 以前、19:30 以降はご相談ください。 

                                

   ◇保育従事者等の配置 

        当保育園は、通常、次のような保育従事者を常勤で配置しています。 

       7:00～18：30 保育士（平均的な配置） 常勤４名 非常勤 1 名   

 18:30～19:30 保育士 常勤２名 又は、常勤１名、非常勤１名   

  その他、栄養士 1 名、調理員 1 名 事務員１名を配置しています。  

    

 

○苦情等に関するお問い合わせ先 

 担当者 阿部 綠（職名：園長）  連絡先 070-5023-6975    

受付時間  午前 9 時～午後 7 時      

E-mail :davinci＠kenseigakuen.jp 

※当施設は児童福祉法第 35 条の許可を受けていない保育施設（認可外保育施設）として、

同法第 59 条の 2 に基づき都道府県等への設置届出を義務付けられた施設です。 

【設置届出先】 仙台市（仙台市子供未来局保育指導課）（電話 022-214-8977） 


