古川北町園

MORI NO NAKAMA BYOJI HOIKUSHITSU

もりのなかま病児保育室

株式会社Lateral Kids

保育理念・方針

保育理念

「生きる力」を育む。
● 子どもたちの明るい未来のために、質の高い保育を追求する。

● 子育てと仕事の両立が出来る環境を整備し、働く女性を応援する。

● 企業の強みである柔軟性を活かし、地域の保育環境改善に貢献する。

保育方針
● 一人一人の個性を尊重し、その個性をのばし、人間らしさを育む。

● 人を思いやり、人の痛みが分かる、社会性豊かなやさしい心を育む。

● 元気にあいさつし「ありがとう」
「ごめんなさい」が言える、素直な心を育む。

● 子どもの成長とともに、大人（保護者）も一緒に成長できる環境を提供する。

もりのなかま
ネーミングの由来
● 杜の都仙台で開園。仲間（子どもたち）が集う保育園である。
● 豊かな自然に触れ、のびのび・すこやかな成長を願う。

● このもり（保育園）に集まる人（子ども・保護者）はみんな家族（仲間）である。
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もりのなかま病児保育室

Lateral Kids

事業・サービス概要について
病児保育事業とは、お子さんが病気又は病気の回復期にあり、
集団生活が困難で、保護者が保育をできない場合に保育施設でお預か
りする事業です。

病児対応型

病気の
「回復期に至らない場合」
で、当面の症状の急変が認められない
場合において、一時的に保育を行います。

利用できる方
保育時間
利用料金

満１才から小学３年生までの大崎市在住の方
平日
（月～金） 午前9時～午後5時30分
※土曜日・日曜日、祝日、12月29日～1月3日はご利用いただけません。

1日2,000円

※大崎市より区分の連絡がありましたら返金対象区分の方にのみご連絡し
返金させていただきます。
【区分】A階層・B階層：2,000円返金

利用方法
定

員

持 ち 物

C階層：1,000円返金

もりのなかま保育園古川北町園 病児保育室に直接お申し込みください。
初回利用時は、保険証、印鑑、母子手帳、乳幼児医療受給者証を
持参してください。

1日 各3名

※お預かりするお子さんの症状等により、定員未満でもお預かりできない場合があります。
◎病児病後児保育利用申込書（毎日必要） ◎薬の依頼表
◎病児・病後児保育実施連絡票（利用初日と病状に変化があった日）
◎医師の処方した薬（1回分を持参、初めて飲む薬は保護者が飲ませてからになります)
◎解熱用坐薬（発熱時） ◎薬の処方内容の説明用紙
◎着替え
（2～3組程度の肌着・上下の服・靴下一式）
◎カーディガン
（ベスト）等の羽織物 ◎バスタオル（3枚） ◎お手拭きタオル（3枚）
◎食事用エプロン
（3枚） ◎コップ（マグ） ◎はし、
スプーン、
フォーク
◎汚れ物を入れるスーパーの袋（3枚） ◎紙おむつ（5枚以上）
・おしりふき
◎昼食（お弁当でも購入品でも可能。お子様の食べられる量を用意）
※給食（1食300円）
の対応も可能です。
（原則前日16時迄に予約）。
離乳食はできません。
◎ミルクと哺乳瓶（1回ずつに分ける） ◎おやつ（午前、午後2回分）給食申込有無に関わらず持参
◎水筒（水、お茶またはイオン水等）
◎お子様のお気に入りの玩具（絵本、DVD、玩具、
ゲーム等）
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もりのなかま病児保育室

Lateral Kids

ご利用の流れ・受入れ範囲について
利用前までに電話・FAX・メール・郵送等で利用前登録を行う。(病児保育室利用前登録用紙を使用)

⑥
（利用料支払い）

保育終了

（利用申込書提出）

入室・保育開始

予約の連絡

⑤

④

かかりつけ医受診

問い合わせ

（病児・病後児保育実施連絡票持参）

②

子どもの発症

③

①

③ ※文書料が掛かる場合があります。⑤ ※病児・病後児保育実施連絡票、薬の依頼表もご提出ください。
※有効期限は作成日含め7日間
※感染症流行時は3日間までのお預かりになります。

予約後にキャンセルする場合には、必ず当日の午前８時から８時３０分迄
の間に、
もりのなかま保育園古川北町園病児保育室に連絡をお願いいたします。
1

１

もりのなかま病児保育室 受入れ範囲

申し込みができる病気等

受け入れできない症状等
家庭医連絡票があっても、下記を総合
的に判断し、お預かりできないことが
あります。

点滴、注射等の医療行為を必要とする又はしてきた場合
・ヒトメタニューモウイルス感染症
※当保育室では一部（座薬、投薬、薬液吸入ただし医師指示があれば）
を除いて吸引、
点滴、注射等の医療行為は致しません。
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もりのなかま病児保育室

Lateral Kids

運営会社概要・グループ施設のご案内
法人名

株式会社 Lateral Kids（ラテラルキッズ）

事業内容

1.保育サービス事業

2.子育て支援事業

代表者

代表取締役

川村 陽介

設

2013年7月

資本金

立

3.人材育成事業

5000万円 事業所数 50ヶ所（2021年4月現在）

[本
社] 〒980-0013 宮城県仙台市青葉区花京院2-1-65 いちご花京院ビル6F
[札幌支部] 〒064-0915 北海道札幌市中央区南15条西11-2-38
[東京支部] 〒136-0074 東京都江東区東砂6-16-1 TEC Residence1F

本社・支部
所在地

[大阪支部] 〒556-0004 大阪府大阪市浪速区日本橋西2-1-1
[沖縄支部] 〒904-0115 沖縄県中頭郡北谷町美浜1-5-17

■もりのなかま保育園
園

郡
山

名

住

所

電話番号

千葉

札幌山鼻園

〒064-0915

札幌市中央区南15条西11-2-38

011-205-0602

札幌白石本郷通園

〒003-0025

札幌市白石区本郷通2丁目北3-20

011-376-5202

札幌ひよこ園

〒064-0917

札幌市中央区南17条西12-1-28

011-215-1826

菊水元町園

〒003-0826 札幌市白石区菊水元町6条2丁目7-1 ノースビル1F・A号室

011-807-4581

宮城野園

〒983-0045

仙台市宮城野区宮城野2-14-11 アーバンコート1F

022-253-6695

南仙台園

〒981-1105

仙台市太白区西中田3-13-32

022-797-8201

中野栄園

〒983-0012

仙台市宮城野区出花3-28-6 ファミーユ中野106

022-352-6520

小田原園

〒983-0803

仙台市宮城野区小田原1-5-15

022-226-7656

銀杏町園

〒983-0047

仙台市宮城野区銀杏町8-30 エアーズロック宮城野ビル2F3F

022-355-2151

泉中央園

〒981-3133

仙台市泉区泉中央3-9-8 リトルマーメイド1F

022-347-4083

長町園

〒982-0011

仙台市太白区長町7-24-48

022-397-7928

大野田園

〒982-0014

仙台市太白区大野田5-1-1 グランベルディ1F

022-395-8953

南大野田園

〒982-0015

仙台市太白区南大野田3-7

022-748-4146

泉崎園

〒982-0031

仙台市太白区泉崎 2-25-15 早川ビル 1F

022-281-8668

名取増田園

〒981-1224

名取市増田3-99-40

022-290-1363

多賀城高橋園

〒985-0853

多賀城市高橋4-19-8

022-353-9960

大崎古川園

〒989-6221

大崎市古川大宮7-3-2

0229-87-4470

古川北町園

〒989-6171

大崎市古川北町3-3-20

0229-25-4527

郡山安積園

〒963-0107

郡山市安積3-324-2

024-973-8667

保谷園

〒202-0012

西東京市東町2-16-25 ヴィタノーバ1F

042-439-3892

東砂園

〒136-0074

江東区東砂6-16-1 TEC Residence 1F

03-6666-0080

東砂ひよこ園

〒136-0074

江東区東砂6-16-1 TEC Residence 1F

03-6666-0125

亀戸園

〒136-0071

江東区亀戸3-62-15 ミオカステーロ亀戸Ⅱ 101

03-5858-8617

北砂園

〒136-0073

江東区北砂5-1-26

03-6666-7740

松ノ木園

〒166-0014

杉並区松ノ木1-2-23

03-6304-9703

四街道園

〒284-0001

四街道市大日288-18

043-420-8181
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運営会社概要・グループ施設のご案内
■もりのなかま保育園
園

名

住

所

電話番号

大 阪 府
福 岡 県
沖 縄 県

日本橋園

〒556-0004

大阪市天浪速区日本橋西2-1-1

06-6556-6140

日本橋ひよこ園

〒556-0004

大阪市天浪速区日本橋西2-1-1

06-6556-6740

天王寺ひよこ園

〒543-0052

大阪市天王寺区大道1-6-7プレーリー四天王寺101

06-6771-3101

二島園

〒808-0103

北九州市若松区二島1-1-38 若松スカイマンション1F

093-482-9550

二島ひよこ園

〒808-0103

北九州市若松区二島1-1-38 若松スカイマンション1F

093-482-9551

宇地泊園

〒901-2227

宜野湾市字宇地泊615

098-897-1220

真志喜園

〒901-2224

宜野湾市真志喜3-15-24 オーシャンビュー真志喜1F

098-975-5513

佐真下園

〒901-2216

宜野湾市佐真下57-5

098-975-9048

美原園

〒904-2155

沖縄市美原2-23-3

098-899-1101

美原パンダ園

〒904-2155

沖縄市美原2-8-10

098-989-7481

古謝園

〒904-2161

沖縄市古謝1-5-22

098-988-7577

美里園

〒904-2153

沖縄市字美里4-11-27

098-923-4086

美里ひよこ園

〒904-2153

沖縄市字美里4-11-27 2F

098-923-4164

宮里園

〒904-2165

沖縄市字宮里2-23-18

098-989-7653

喜舎場園

〒901-2311

中頭郡北中城村喜舎場266-4

098-988-5649

喜舎場ひよこ園

〒901-2311

中頭郡北中城村喜舎場260-10

098-935-5325

北中城園

〒901-2311

中頭郡北中城村喜舎場260-10

098-935-1326

中城屋宜園

〒901-2311

中頭郡中城村字屋宜598-2

098-895-2113

桑江園

〒904-0103

中頭郡北谷町桑江245

098-923-3489

安慶名園

〒904-2214

うるま市安慶名3-40-11

098-989-3416

■放課後等デイサービス／児童発達支援事業所
園

名

住

所

電話番号

宮 城 県
沖縄県

もりのなかまａｍ
中野栄

〒983-0012
仙台市宮城野区出花3-28-6 ファミーユ中野105

022-794-8530

もりのなかまWａｍ
中野栄

〒983-0012
仙台市宮城野区出花3-28-6 ファミーユ中野107

022-352-6530

もりのなかまａｍ
古謝

〒904-2161

098-983-0202

沖縄市古謝1-5-22

■重症心身障害児通所施設
放課後等デイサービス／児童発達支援事業所
園

名

宮城県

もりのなかまJａｍ
小田原

住
〒983-0803

所

電話番号

仙台市宮城野区小田原1-5-15
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もりのなかま病児保育室

022-226-7658

Lateral Kids

もりのなかま病児・病後児保育室 施設一覧
札幌白石本郷通

〒003-0025
札幌市白石区本郷通2丁目北3-20

TEL011-376-5204

札幌ひよこ

〒064-0917
札幌市中央区南17条西12-1-28

TEL011-215-1838

中野栄
病児保育室

TEL080-7483-5472

〒982-0014 仙台市太白区大野田5-1-1
グランベルディ1F

TEL022-395-8966

〒989-6171
大崎市古川北町3-3-20
〒904-2153
沖縄市字美里4-11-27 2F
〒901-2405
中頭郡中城村字屋宜598-2

TEL0229-25-8541

〒983-0803
仙台市宮城野区小田原1-5-15

TEL022-226-7673

〒981-1224
名取市増田3-9-40
〒808-0103 北九州市若松区二島1-1-38
若松スカイマンション1F

TEL022-290-1365

TEL093-482-9552

〒983-0047 仙台市宮城野区銀杏町8-30
エアーズロック宮城野ビル2F3F

銀杏町
大野田

〒982-0031
早川ビル1F

泉崎
古川北町
美里ひよこ
中城屋宜
病 児・病 後 児 保 育 室

〒983-0012 仙台市宮城野区出花3-28-6
ファミーユ中野108

小田原
名取増田
二島ひよこ

仙台市太白区泉崎2-25-15

TEL022-355-2160
TEL022-281-8668

TEL098-923-4275

TEL098-895-2114

〒901-2116
宜野湾市佐真下2-23-18

TEL098-987-6618

喜舎場ひよこ

〒901-2311
中頭郡北中城村喜舎場260-10

TEL098-935-5327

安慶名

〒904-2214
うるま市安慶名3-40-11

TEL098-989-3417

佐真下

保育時間：月曜〜金曜 午前9：00〜午後5：30

※小田原・美里ひよこ・中城屋宜は、午前8：30〜午後5：30

※土曜日・日曜日・祝日、12月29日〜1月3日はご利用いただけません。

予約受付時間：午前9：00〜午後5：30
病

児

利用前日から予約可能

病後児
利用前日から予約可能

株式会社 Lateral Kids TEL 022-797-7717

http://www.morino-nakama.jp

