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年頭の挨拶
昨年末に子どもの貧困をテーマにした本を読み「何とかしなければならない」と深く考え
させられました。日本の貧困率が16.1％になり、OECD（経済協力開発機構）加盟国34ヶ国
の中で貧困率の高さで4番目、6人に1人の子どもが貧困という事実。ポピンズにできる
ことは一体何でしょうか。シングルマザーの貧困家庭を救うための緊急対策、個人情報の
保護やプライバシーを言い訳にして子どもの命と安全を脅かしていることへの対策…
保育所の役割の中に「地域の子育て支援の拠点になる」と言う使命があります。全国に
140ヶ所の施設を持つポピンズの一人ひとりが行動していけば大きな力になるのではないか、
NPOポピンズの「保育士eclub」のサイト上で、全国の保育士と意見交換をすることも、
貧困の子どもを救う一歩になるのでは、と社員に呼びかけました。貧困家庭に対する
理解を深め、支援の手を差し伸べる気持ちになれば、おのずと行動が変わってくるのでは
ないでしょうか。今年はさらに視野を広げてこの問題について考えていきたいと思います。
代表取締役CEO

中村代表が FORTUNE Most Powerful Women (MPW) として選ばれる
中村代表が世界最大のビジネス誌（12 0ヶ国10 0万部
発行）として多くの読者を持つFORTU N E誌により
Most Powerful Women ( MPW )（国際的に活躍する
女性経営者）の一人として選ばれ、香港でのイベントの
招待を受けました。中村代表は新日本監査法人が主催
する、起業家のための表彰制度「EYアントレプレナー・
オブ・ザ・イヤー2 014ジャパン」においても、アクセラ
レーティング部門のファイナリストとして選ばれました。

Fortune Most Powerful Women International

11月11日に香港で行われたイベント
ではスピーチも

11月26日に帝国ホテルで行われた
授賞式の模様
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ナショナルスクール（PA L I S）のグランド
オープン、ポピンズ・ケイキ・ハワイの日の
制定など、グローバルな活動が多くあった年
でした。
2015年は子ども・子育て支援新制度の開始、
介護保険 法の改 正などもあり、保育・介護
事業者としての責任も一層増すことが予測
されます。今 年もお客様の声に耳を傾け、
最 高 水 準 のエデュケアと介 護 サービスで
社会に貢献できるよう、精いっぱい努力して
まいります。
取締役
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1. ポピンズ初のデイサービス「ポピンズ芦屋サロン」開設
2 014 年10月14日、芦屋市の山 手にポピンズ初のデイサービス「芦屋
サロン」を開設しました。敷地面積約1008㎡、住宅床面積約443㎡の個人
住宅を借り受け 改 装 。緑 濃い六甲山を背 景に、海を見下ろす 抜 群 の
ロケーションに立地する、芦屋らしい「邸宅型デイサービス」です。
定員は1日10名で365日（9時〜17時）営業しており、早朝、延長だけでは
なく、介護保険外の宿泊サービスも提 供し、多様なニーズにお応えして
います。開設 以 来、人気の音 楽 療 法に加え、2 015 年からは P T（理 学
療法士）によるリハビリも開始します。12月に行われた「クリスマスピアノ
コンサート」には近隣から4 0名の参加がありました。今後はイベントに
加え、歯科医による「口腔ケア」や整形外科医による講習会なども行う
予定です。
［お問い合わせ］ポピンズ芦屋サロン 0797-26-8455

高台にある庭からは大阪湾が一望できる

くつろぎと安心感のある邸宅サロンで行われた
クリスマスピアノコンサート

2. 第2回ポピンズ地域連携講演会を開催
2014年10月21日、シルバーケアサービス部とNPOポピンズの共催による
「第2回ポピンズ地域連携講演会」を広尾本社にて開催しました。地域の
ケアマネージャーや高齢 者福 祉の専門職 が集い「成 年 後 見 制度って
どんな制度〜学ぼう！専門職の視点から」というテーマで八杖友一弁護士を
講師にお迎えしました。日本は未曽有の高齢社会に向かっており、単身者や
認知症患者などが増加していく中、成年後見制度の果たす役割と課題に
ついて語られ、参加者からも多数の質問が寄せられました。

40名が参加した講演会の様子

3. 雑誌「ダイヤモンドＱ」のランキングにてポピンズの施設が上位に選ばれる
ダイヤモンド社が2 014 年11月に発行した雑誌「ダイヤモンドQ」＜東京ベスト保育園
5 9 4＞にアクティブラーニングスクール、ナーサリースクールが多数 選ばれました。
市区町村別にランキング形式で記載されています。
全国スーパースクール25選：アクティブラーニングスクール
東京ベスト保育園：
府中市 1位：ポピンズナーサリースクール府中
調布市

1位：ポピンズナーサリースクール京王つつじヶ丘

品川区 3位：ポピンズナーサリースクール東品川
4位：ポピンズナーサリースクール東五反田

立川市

1位：ポピンズナーサリースクール立川

板橋区 5位：ポピンズナーサリースクールときわ台

世田谷区 2位：ポピンズナーサリースクール二子玉川

中央区 5位：ポピンズナーサリースクール京橋

江戸川区 2位：ポピンズナーサリースクール一之江

大田区 5位：ポピンズナーサリースクール多摩川
9位：ポピンズナーサリースクール下丸子

※東京都の福祉サービス第三者評価を受審した施設が対象です。

ポピンズエデュスクール

合格実績

アクティブラーニングスクール（東京ミッドタウン）に併設しているエデュスクールには、2015年度も受験合格の嬉しいお知らせが届きました。
私立幼稚園 青山学院幼稚園

愛育幼稚園
桐朋幼稚園
目黒サレジオ幼稚園

麻布山幼稚園
東洋英和幼稚園
若葉会幼稚園

私立小学校 青山学院初等部

学習院初等科
桐蔭学園小学部
立教小学校

慶應義塾幼稚舎
慶應義塾横浜初等部
東京女学館小学校
トキワ松学園小学校
早稲田実業学校初等部

専修幼稚園
明徳幼稚園

聖学院小学校
横浜雙葉小学校

麻布みこころ幼稚園
ドルトンスクール東京
Kインターナショナルスクール東京

枝光会駒場幼稚園
伸びる会幼稚園
清泉インターナショナルスクール
昭和女子大学附属昭和小学校
武蔵野東小学校
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4. ナーサリースクール新規開園情報
2014年下半期、2015年に開設した保育施設をご紹介します。ポピンズが運営している施設は140ヶ所になりました。
2014年 9月開園（新築移転）
新川児童館（東京都中央区学童クラブ、児童館）
10月開園
すみかキッズおおいた（住友化学事業所内保育所）
2015年 1月開園
事業所内託児所（大阪市中央区）

5. メディアイベントで臨時託児サービスを提供

新川児童館

すみかキッズおおいた

ポピンズは、光文社「VERY」主催の「VERY Fes 2014 Summer」、共働きの家族をターゲットに日本経済
新聞社が運営している情報サイト「日経DUA L」主催の「日経DUA Lフォーラム」、女性の社会参画を応援し
イベントや交流会を開催している「日経ウーマノミクス・プロジェクト」にて、キッズコーナーや託児サービスを提供
しました。バルーンアーティストによる親子参加型のワークショップ、オリジナルのエコバッグ、季節にあわせた
制作コーナー、外国人による読み聞かせやイングリッシュダンス、ビーチバレーオリンピック候補の小川将司選手
による身体を動かすプログラムなど、子どもたちにとっても心に残るような企画を用意しました。今後もイベントや
勉強会での臨時託児サービスを積極的に推進していきます。
［お問い合わせ］チャイルドケアサービス事業部 03-3447-2292

身体の大きな小川選手に圧倒されつつ
次第に慣れて楽しく運動

子どもたちに大人気のバルーンアート

本物のまつぼっくりに触れながら
ツリーの制作

6. ポピンズ海外乳幼児教育研修
毎年恒例のポピンズ主催海外研修が2014年も行われました。ノーランド研修は7月27日から8月14日の約3週間、
ホームステイをしながら講義や実習を経験する短期留学です。イギリスのジョージ王子の乳母がこのノーランド
カレッジ卒業生から選出されたこともあり、今や世界中で話題の同校ですが、伝統と技術を学べるこの研修の
注目は高まっています。8月17日から24日のハーバード研修では高名な教授より直に講義を受けることができ、また
大学内外の保育施設見学も行い、研究者や経営者、保育関係者を中心とする参加者から高い評価を得ています。
11月2日から9日に行われたスタンフォード研修では、学部長や教授による講義に加え、大学付属幼稚園や保育所、
シリコンバレーの最先端の事業所内保育所及び現地名門校での実習やワークショップを実施しました。ポピンズ
海外乳幼児教育研修は2015年も引き続き開催します。
［お問い合わせ］ナーサリー人事部 03-3447-3458 または kaigaikenshu@poppins.co.jp

スタンフォード大学スティピック学部長の講義

ノーランド研修の修了式の様子

ハーバード大学 教育学大学院院長ライアン氏と
ポピンズ代表の中村
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7. 10月1日がポピンズ・ケイキ・ハワイの日に！
ポピンズが運営するハワイ州公認の託児所「ポピンズ・ケイキ・ハワイ」の
これまでの貢献が認められ、ハワイ州知事より10月1日を「Poppins Keiki
Hawaii Day」
（ポピンズ・ケイキ・ハワイの日）とすることが正式に宣言され
ました。ポピンズ・ケイキ・ハワイは2 0 0 8 年の開設以来、日本をはじめ
世界中のファミリー旅 行 者をサポートして参りました。子どもたちにも
ハワイならではの素敵な思い出を作っていただけるよう、今後もスタッフ
一同、より一層の努力をしてまいります。
［ご予約］www.poppins.co.jp/hawaii

ハワイ州議会議事長室で宣言書を手にする
ポピンズ・ケイキ・ハワイマネージャー ケン・エバンス

8. ポピンズアクティブラーニングインターナショナルスクール
恵 比 寿ガーデンプレイスの美しい環 境の中にあるポピンズアクティブ
ラーニングインターナショナルスクール（PALIS）では11ヶ月から就学前の
子どもをお預かりし、平日8時半から17時までのエデュケアプログラムと、
3歳児以上を対象にしたアフタースクールプログラムを実施しています。
2月8日にはスタンウェイのグランドピアノ導入を記念し、国際的なピアニスト
横山幸雄氏によるピアノコンサートを行いました。次回のオープンスクールは
3月14日（土）です。ご興味のある方はぜひお越し下さい。詳しくはHPへ。
www.poppins-palis.jp
［お問い合わせ］03-5791-2105 または palis@poppins.co.jp

横山 氏 が 奏でる本 物の 音 色は14 0 名の参 加 者を
魅了

9. アクティブラーニングスクール
2015年1月5日から8日にハワイのホノルルにおいて「Hawaii International
Conference on Education」が開催され、アクティブラーニングスクールの
マス＆サイエンスプログラムの活動内容（折り紙を用いた図形構成遊び）と
その有効性が、瀬尾知子氏（秋田大学）、戸次佳子氏（お茶の水女子大学
附属小学校）、沢井佳子氏（チャイルド・ラボ）らにより国際的に発表され
ました。アクティブラーニングスクールでは2011年以来、お茶の水女子大学
内田伸子名誉教授の監修のもと、マス＆サイエンスの活動を取り入れ、
風 船を使った風の実 験、迷 路を作る遊び、「上、下、右、左 」の方向を
確かめながら遊ぶ「福笑い」など、2歳～3歳児を対象に「科学的に考える
遊び」のプログラムを実施しています。
［お問い合わせ］03-5785-2131 または activelearning@poppins.co.jp

マス＆サイエンスのプログラムの様子

働く女性にもっと手軽にベビーシッターサービスを 「Poppins System 2015」開発スタート
2000年、業界初のベビーシッター事業向けシステムを開発してから15年、
ポピンズは最新テクノロジーを駆使した当日オーダー10 0％対応クラウド
システムの開発に着手しました。今回の開発により利用者はスマートフォン
やパソコンから手軽にナニーを予約し、ナニーの指名が可能となります。
利用者にとってベストなナニーを派遣するという27年間のマッチングノウハウ
をシステムに取り込み、迅速かつ的確な手配を可能にします。今後はナニー
サービス、VIPケアサービス、ナーサリースクール、それぞれの事業部へと
開発を展開します。本年6月以降、利用者へ向け順次公開予定です。

サイボウズ㈱の導入事例に掲載されました
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