2018 年度

事業報告
社会福祉法人清水福祉会
幼保連携型認定こども園 ひかりこども園

月

こども園 行事（日・曜日）

保護者会行事

4月

保護者会役員選出及び役員
入園式（3/31 土）・お花見会(3 火)
会(3/31 土)
個人懇談（2 月～6 金）・歯科検診（10 火）
福山市保護者会連合会 A ブ
内科検診(11 水) ・新一年生茶話会(7 土)
ロック総会
親子遠足（17 火）
役員会（17 火）

5月

給食参観日（12 土）・観劇（23 水）
尿検査（24 木）
・
ｽｲﾐﾝｸﾞ開始 5 歳児(11 金～)8 回

6月

衣替え（1 金）・公開保育（2 土）緑組文学
館へ遠足（5 火）ルネサンスプール参観 5
歳児（22 金）・お楽しみ会（30 土）・

福山市保護者会連合会総会
（18 金）

労力奉仕（30 土）
お楽しみ会手伝い（30 土）

7月

プール開き（3 火）
・参観日（1 土）
・個人懇
談・視力検査青組（5 木）
・1 号認定夏休み
（21 土～8/19 日）

8月

お泊まり会（3 金-4 土）
プール参観（4 土）

9月

参観日（1 土）
敬老会（14 金）
運動会予行練習（28 金）

10 月

運動会（6 土）・交通安全教室（19 金）
消防訓練（17 水）
内科検診（10 水）・歯科検診（12 金）
芋掘り・ハロウイーンパーティー（31水）
春日小音楽校内発表会鑑賞緑組（16 火）

11 月

春日小音楽鑑賞（（1 木）
春日学区文化祭展示出品(4 日)
参観日（10 土）
春日小マラソン大会応援（30 金）

12 月

もちつき（6 木）
3 歳未満児発表会（15 土）
クリスマス会（18 火）
1 号認定冬休み（25 火～1/6 日）

1月

発表会ﾘﾊｰｻﾙ（15 火）
発表会(26 土)
卒園写真撮影（28 月）

2月

豆まき（1 金）・中短発表会観劇（8 金）・
春日小春日池フェスティバル（14 木）・
参観日（23 土）
・個人懇談緑組（12 月～14
水）・緑組お別れ遠足（26 火）

3月

雛祭り（1 金））
・入園説明会（9 土）・お別
役員会（3 金）
れ遠足（8 金）
・お別れ会食（14 木）
・卒園
労力奉仕（2 土）
式（23 土）
・1 号認定春休み（26 火～31 日）

第 1 回会長学習会（13 金）

労力奉仕（15 土）

役員会（5 金）
運動会手伝い（6 土）

その他行事・研修
わかば保育実践研修会主任会（14 土）
福山市私立認可保育施設協会研修会「乳幼児期から育
む自尊感情」
（21 土）
わかば保育実践研修会（12 土）
・普通救命講習会（16
水）・給食施設研修（25 金）
日保協研修「児童の虐待の現状」
（19 土）
給食施設研修会（25 金）
春日小幼保小連絡会①（1 金）・カミイ博士記念セミ
ナー（3 日）
・熱中症予防指導員研修（5 火）
・関東セ
ミナー（9 土）
・保幼小連携講座（11 月）・防災安全
研修（18 月）・調理員事務研修（20 水）カリキュラ
ム講演会（20 水）・第 1 回理事会（5 火）・評議員会
（21 木）・障がい児保育特別支援教育講座（7 木）・
春日小 2 年生見学（28 木）
幼保小連携講座（9 月）・
わかば保育実践研修会(14 土)
草笛学園講演会（20 金）
福山市私立認可保育施設協会研修会「マジックと音楽
と絵本の世界」（21 土）・ｷｬﾘｱｱｯﾌﾟ研修「食育・アレ
ルギー」（2 月・9 月・30 月）
「乳児保育」
（3火・10火・17火）
障害児研修会（7 火）・職場体験（福山中学・培遠中
学＆鳳中学 20 月～24 金）
福山私立認可保育施設研修会「親子で楽しめる運動遊
び」
（18 土）
・社福制度改革対応セミナー（8 水）
・幼
稚園教育課程研究協議会（23 木）
・保幼小合同研修会
（24 金）・給食研修会（28 火）
福山私立認可保育施設研修会「たのしい発表会」（1
土）
・わかば保育実践研修会（8 土）
・・給食施設研修
（12 水）
・春日小幼保小連携②（28 金）
・ｷｬﾘｱｱｯﾌﾟ研
修「保護者支援・子育て支援」
（5 水・19 水・26 水）・
「幼児教育」
（3 月・10 月・10/1 月）・子育て支援全
体研修（14 金）
わかば保育実践研修会（13 土）
「遊びの中の 5 つの力の育ちを考える」研修会（12
金）・感染症予防研修（29 月）
集中講義（19 土・20 日）
・ステップアップ研修Ⅱ（29
月・30 火）
保育所歯科保健研修会（2 金）
・感染症対策講習会（5
月）・食物アレルギー研修（12 月）・幼保小連携講座
（16 金）
春日小幼保小連携③（27 火）

労力奉仕（8 土）

第 2 回会長学習会（25 金）

公開保育・マニング博士記念セミナー（1 土）
ｷｬﾘｱｱｯﾌﾟ研修「乳児保育」
（12 水・19 水・26 水）・
セミナーおさらい会（8 土）・給食施設研修（20 月）
キャリアパス研修「ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ」
（9 水・16 水・30 水）・
入園受付（8 火）・普通救命講習（12 土）・セミナー
おさらい会（19 土）
・監事・理事研修（24 木）
・調理
事務研修（28 月）
被災した子どもの心のケア研修会（31 木）
給食施設研修（12 火）
・労働基準法セミナー（12 火）
・
保幼小連携実践報告会（15 金）
・セミナーおさらい会
（9 土）
・ステップアップ研修Ⅲ（18 月-19 火）
・春日
小保幼小連携④（19 火）
春日小連絡協議会（1 金）・わかば保育実践研究会研
修会（2 土）
・献立検討委員会（4 月）
給食施設研修（6 水）・わかば保育実践研修会リーダ
ー会（9 土）・理事・監事改選セミナー（15 金）・理
事会(20 水)

＊毎週火・木曜日：園庭開放 ＊毎月：誕生会・身体測定・避難交通訓練 ＊毎週水・木曜日：英語

