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会長挨拶
コロナの感染拡大が収まらない中、再び緊急事態宣言が発令され、またしばらくは
不自由で気掛かりな日々が続きます。今年は、何とか人間の力でこの脅威を終息させ
ていかなければいけません。
さて、私たちポピンズは昨年12月21日に日本初の「SDGs-IPO」として東証一部に上場
いたしました。私は今回の上場に対して、ふたつの決意をしました。ひとつは福祉と呼ば
れていた育児や介護を「サービス業」とし成り立たせること。育児も介護も国民にとって
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必要なサービスであり、サービスには選択肢がなければいけません。私たちは働く女性
にとって必要なサービスを最高水準にまで磨き抜いていくことを約束いたします。ふたつ
目は、私たちのサービスのご利用者が個人株主になって下さることです。そうしてお子様
の成長と共にポピンズの企業価値も増大していくことを願います。今後も品格を大切に、
社員が誇りを持てる企業として働く女性をきめ細かくサポートしていきたいと思います。
皆様におかれましては何よりもお身体を大切に、ご家族と笑顔のある時間が過ごせ
ますようお祈りいたします。

1. 自宅で「海外研修」!? 海外乳幼児教育研修をオンラインにて開催
米スタンフォードを訪ねるポピンズ海 外 研 修。今 年は昨 年 6月に日米英
3カ国4地域を初めてオンラインでつないだ「グローバルオンラインシンポ
ジウム」の経験をもとに、米カリフォルニアとリアルタイムでつなぐ約3時間
のZoomウェビナーとして開催いたしました。「世界をリードし続ける研究の
殿堂・スタンフォード大学の今と最新乳幼児教育」と題し、スタンフォード
大学内に設立されたBingナーサリー全面協力のもとでのオンライン視察
や、
『スタンフォード式 最高の睡眠』著者である西野精治スタンフォード
大学医学部教授による子どもの睡眠負債に関する特別講演、Withコロナで
変わるニューノーマル下での保育について日米間の意見交換など、盛りだく
さんの内容。約700名の参加者からは満足度98.6％の高評価をいただきま
した。

2.「ポピンズシッター」が誕生！
昨年12月21日、ベビーシッターサービス「スマートシッター」をブランドリニューアルし、新たに「ポピンズシッター」と
してロゴおよびサービスサイトを一新いたしました。菅内閣総理大臣の就任後初の所信表明演説では、ベビーシッター
の利用制度の充実が示されており、共働き家庭のベビーシッター活用の一般化が予想されます。ポピンズシッターは、
ポピンズグループの「ポピンズナニー
サービス」との連携により、より多くの
働く女性に安心安全を担保しながら、
効率化に寄り過ぎずサービスの質に
こだわりながら規模を拡大し、より多
くのご家庭の子育て環境作りに貢献し
「ポピンズシッター」としてホームページを一新！

新ポピンズシッターロゴ

ていきます。
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3. ポピンズ大阪支社が「大阪府男女いきいきプラス事業者」に！
大阪府が認定する「大阪府男女いきいきプラス事業者」に、ポピンズ大阪支社が認定
を受けました！大阪府では、男女共同参画に向けた取り組みを進めている企業・団体
を「男女いきいき・元気宣言事業者」として登録しています。ポピンズ大阪支社は、
昨年高い水準を実現した企業に贈られる「男女いきいきプラス事業者」に認定。女性
の社員数や、育児休暇取得率など、複数の審査基準を経ての認証取得です。ポピンズ
では今後も、性別にかかわらず、働きやすい職場環境整備と、意志ある女性の活躍
推進に向けて取り組んでまいります。
「 大 阪 府 男 女 いきいきプ ラス
事業者」認証賞

4. ポピンズ×カゴメ コラボレーション 野菜と五感で触れる食育イベントを実施
ポピンズでは、2019年度よりカゴメ様の事業所内保育所「野菜を好きに
なる保育園ベジ・キッズ」の運営を受託しており、ベジ・キッズでは、日頃から
野菜に触れるカゴメ様ならではの取り組みを実施しています。ポピンズ
の食育活動とベジ・キッズでの実績を基に、昨年はカゴメ様とコラボレー
ションし、8月31日「野菜の日」、10月10日「トマトの日」にポピンズの全園
で食育イベントを実施しました。「収穫体 験 」や「トマトすくい」などの
取り組みを通して、お子様たちは野菜に親しみを持つことができた様子で
した。今年1月31日「愛菜（あいさい）の日」にも、食育イベントを実施予定で
す。ポピンズは今後も、質の高い体験・経験を多くご提供してまいります。

「トマトの日」にちなんだ活動

5. ポピンズプラス お子様Flowerland ～植物に学ぶ命のレッスン～
お子様に一流体 験をご 提 供 する『ポピンズプラス』では、フラワーデ ザイナー・
恒 石小百合 先 生によるお子様 のためのフラワーアレンジメントレッスン「お子様
Flowerland」を昨年11月と12月に開催いたしました。講師の恒石先生は、5つ星ホテル
でのウエディングや老舗メゾンのフラワーデザイン等を手掛ける本業の傍ら、お子様
向けレッスンをライフワークとされています。「お子様の成長をお手伝いしたい！」と
熱い想いをお持ちの先生ご自身が以前ナニーサービスを利用されており、「ナニー
さんには息子に沢山の愛情を注いでいただき、私を支えていただいた。今度は多くの
講師の恒石小百合先生

お子様にお返ししたい」と講師をご快諾。本プログラムの開催へとつながりました。
詳細はHPへ https://www.poppins.co.jp/poppinsplus/

6. 2021年度新卒入社内定式をオンラインで実施！
2021年度新卒入社内定式を12月10日に実施しました。今年は、約130名の
内定者の皆さんがそれぞれの自宅からオンラインで式典に臨みました。
コロナ禍でも『ベターノーマル』な日常を目指すポピンズでこれから輝く皆
さんに、ポピンズが大切にする考え方や自己研鑽の重要性など、ずっと胸に
留めてもらいたいメッセージを伝えました。そんなポピンズマインドについて
語る社長の言葉に耳を傾ける内定者の表情は、真剣そのもの。内定者代表
からも、「保育が大好きというこの気持ちを胸に留めながら成長し続け
ます。」と、心強い決意表明を聞くことができました。フレッシュな13 0名を
お迎えできる日がより一層待ち遠しくなる、そんなあたたかな式典でした。
内定者は今後も様々な研修プログラムへの参加を経て、プロとして羽ば
たく日を目指します。

採用担当から内定者全員に贈ったメッセージ
カード
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7. ナースケア3周年
2 017年11月にスタートしたナースケアが3周年を迎えま
した。医療的ケアが必 要になっても、ご自宅で快 適な
生活を送っていただけるよう、ご家族やかかりつけ医と
連携し、オーダーメイドのケアを提供しています。お客様
のご希望に寄り添い、末 期がんのお客 様の旅 行同行
など、最後までご自分らしく過ごすお手伝いをさせてい
ただいています。ポピンズナースは、ご家族のようにお客
様のことを考え、ナースがいることで、ご本人もご家族も
安心し、心が軽くなるようなケアを今後も目指してまいり
看護スキルとホスピタリティを併せ持つポピンズナース

ます。

8. コロナ禍でもつながりを。オンラインイベントを実施
昨年は新型コロナウイルスの影響で、例年開催している田植え・稲刈りなどの体験イベントが残念ながらすべて
中止に。このような状況でも、お子様に楽しんでいただきたいとオンラインイベントを実施いたしました。稲刈り
体験では、お米はどのようにしてできるかなどをテーマにクイズや実験を通した食育プログラムを配信。ハロウィン
では、バイリンガル講師によるレッスン、ダンスなどで盛り上がりました。お子様たちは、画面に映る他の施設の
お友達にも興味津々なご様子。オンラインだからこそ、全国の遠く離れた施設のお友達とも交流することができ
ました。

画面越しのジャンケン大会で大盛り上がり

バイリンガル講師によるハロウィンレッスンの様子

9. ALS マス＆サイエンスプログラムが登場
東 京ミッドタウンにあるポピンズアクティブラーニング
スクール（ A L S）では 2～3 歳のお子様を対 象に毎 週
マス＆サイエンスのプログラムを実施しています。今秋
お子様は「力を合わせれば 強くなる」をテーマに、1つ
では 簡単に潰 れる紙コップも、たくさんあるとその上
に立ったり寝転んだりすることができることを体験しま
した。マス＆サイエンスプ ログラムは、様々な 遊び や
実 験による感動を通して、お子様が様々な「気付き」を
得 ることを目的として 行 わ れて います。日曜 開 催 の
サンデープログラムでも実施しておりますので、ご興味の
ある方は以下問合せ先までご連絡をお待ち申し上げて
おります。
［お問合せ］03-5785-2131 または
activelearning@poppins.co.jp

たくさんの紙コップの上に寝てみて「力の分散」を学んでいます
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10.PALIS 新様式での生活発表会を開催
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（PA LIS）では、生後11ヵ月から
就学前のお子様をお預かりしています。昨年11月には新様式にのっとっ
た、クラス毎の入れ替え制で生活発表会を行いました。本格的な舞台照明
と暗幕を使用したイベント会場さながらの環境に、お子様は大盛り上がり
でした。コロナ禍でもお子様の成長を感じるイベントを企画し、安心安全に
みんな大好き！ベビーシャークになってダンス！

お子様が楽しく過ごしていただけるよう励んでおります。サタデースクール
やシーズナルプログラムなど外部の方がご参加可能なプログラムも多数
ございます。ぜひご参加くださいませ。
詳細はHPへ
www.poppins-palis.jp/
［お問合せ］03-5791-2105 または palis@poppins.co.jp

今春卒業されるお子様のスピーチ

11.ポピンズ・ケイキ・ハワイ シェラトンワイキキ再オープンに伴い、お預かりを再開しました
日本企業としてはハワイ州唯一の公認キッズルーム『ポピンズ・ケイキ・
ハワイ』。「ニューノーマル」にのっとって安心安全にお子様をお預か
りできるよう準備をし、11月のシェラトンワイキキホテルの再オープン
を受けお預かりを再開いたしました。コロナ禍の状況を見ながら少し
ずつとはなりますが、またたくさんのお子様の笑顔に早く出会えること
を楽しみにしています！お休み中にはハワイと日本をつなぎ、ハワイの
風を感じていただけるオンラインレッスン配信も行いました。シェラトン
の改装を経てきれいになったキッズルームのラナイから美しい海を
望み、ハワイ語のあいさつやレイの意味・ハワイの歴史などを学びな
がら、フレッシュな生花で一緒にレイ作りを楽しみました！
最新の情報は以下にてご確認ください。
［フェイスブック］www.facebook.com/poppinshi
［ご予約・お問合せ］www.poppins.co.jp/contact/hawaii_reserve/

レイ作りレッスンの様子

社長メッセージ
昨年は皆様お一人おひとりにとっても、ポピンズにとっても、激動の一年でした。
緊急事態宣言、一斉休 校、自治体からの休園要請、コロナの再拡大…。そして、
そのような中で年末に達成した東証一部への上場。それも日本で初めて「SDGsI PO」という形で上場をさせていただき、本当にたくさんの方から祝福と激 励を
頂戴いたしました。この重みをしっかりと胸に刻み、今後も邁進してまいります。
私が今年掲げる目標は、
『安全に、強く優しく支える』です。
「安全」という一番大切
な軸のもと、＜慎重に、お客様の存在に寄り添う優しい配慮を持ち、勇気を持って
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果敢に行動すること＞を目指します。危機の後には必ず大回復の時期が訪れます。
私たちは、まだまだ古い体制から抜けきれない保育・介護業界に風を起こしてまい
ります。そして、ひとりでも多くの働く女性に「こんなサービスがほしかった」と喜ん
でいただけるようなサービスを生み出し、持続的成長と発展に貢献いたします。
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