
平成30年度の主な事業報告

社会福祉法人まなぶ福祉会

森川・はごろも保育園・分園

社会福祉事業

第2種社会福祉事業保育所運営

1. 平成 30 年度次世代育成支援対策事業

2. 

3. 

月

実数

● 延長保育推進事業

● 延長保育事業 ( 18:00 ~ 19:00) 

延長保育利用人数 (1 日平均 20 人）

● 地域活動事業（異年齢交流事業）

地域の幼児や小学校低学年の児童を招き、 園の行事や催しに参加し交流した。

地域活動事業（世代間交流事業）

地域のお年寄りを招いてエイサーを披露したりして交流を深めた。

● 育児講座・育児と仕事両立支援事業

保護者や地域の子育て中の母親を対象に、 食育についてや児童虐待につい

ての講演を行った。

平成 30 年度保育対策等促進事業

● 地域子育てセンタ ー事業 （ひろば型） 年間延べ利用者数 (2,982 人）

● 障害児保育事業

● 一時保育事業

● 特定保育事業

平成 30 年度措置状況 （定員 283 名）

4月 5月

534 534 

6月

536 

公益事業

なし

7月 8月

536 536 

＊障がい児・緊急要保護児童 (13 名）

9月

536 

10月 11月

536 536 

収益事業

なし

12月 1月 2月

536 536 536 

3月

536 



平成30年度年間行事報告

実施年月日 行事名 実施場所 目 的

4月2日（月） 第12回入園式 本園・森川 1. 新入園児及び職員紹介

2. 新入園児の緊張感を和らげ、保育園

生活の楽しさを理解させると同時に

保護者へも安心感を与える。

6月13日（金） I 交通安全指導
I 

本園・森川 11. 道路への飛び出し等、交通安全の大
I 

切さを十分に理解させる。

2. 宜野湾警察署交通課による交通安全

本 園 指導。

（信号機の見方や横断歩道の渡り方 ）

4月18日（水） 鯉のぼり掲揚式 I 本園・森川 I i. 子どもたちの健やかな成長を願い

園庭に鯉のぼりを掲げる。

4月29日（土） 保護者役員会 I 本園・森川 I i. 今年度の各クラス役員紹介

2. 今年度の安定した事業計画の推進に

向けての話し合い。

I 5月26日（土）＼ 親子レクレー ション1 北谷ド ー ム11. 親子でダンスやゲー ムに興じ、日頃

経験できない親子でのふれあい交流

を設け一緒に楽しむ。

l. 子どもたちの日頃の園での様子や家

庭での様子を保護者とともに話しあ

5月12日（土） I} う中で、一人ひとりの成長過程にお

保護者会 本園・森川 ける様々な情報の共有を計る。

6月 9日（土） I 2. 一人ひとりの保護者と互いに膝を交

えて向き合うことで信頼関係を育ん

でいく。

6月11日（月） I 歯科検診
I 

本園・森川11. 仲村歯科医による歯科検診及び磨き

指導。





8月5日 （日） はごろも祭り 海浜公園 1. ばころも祭りに、 ちびっこエイサー

（ 中止 ） 隊として参加し日頃の練習の成果を

見てもらう。

8月17日 （金）

｝ 
1. 親元を離れ、 お友達や保育士と一緒

お泊り保育 本 園 に様々な体験を通してお互いの絆を

8月18日 （土） 深め自立心を養う。

9月15日 （土） 職員研修 本 園 1. 「実技研修について」

講師 新沢としひこ氏

9月3日 （月） 実習生受け入れ 本 園 1. 保育士を目指している沖女の学生2

名を9/12日までの10日間受け入れ

る。

6月13日 （水） 定時評議員会 本 園 1 防音工事契約他

1. いつも可愛がってもらっている祖父

10月1日 （月）

｝ 
母をお招きして、 日頃の園での様子

お招き会 本 園 や歌・ダンス ・ ゲー ム等を一緒にす

10月6日 （土） ることで楽しいふれあいの場を設け

る。

l. 上半期を振り返っての話し合いと

10月13日 （土） 保護者役員会 本 園 来月の運動会等、 下半期に向けての

取り組みについて。

9月15日 （土） 運動会 嘉手納 l. 親子で体操・競技・ゆうぎ等を通し

9月16日 （日） ド ー ム て楽しく体力作りをする。



1. それぞれ思い思いの衣装に身を包んで

地域を練り歩きハロウィンの雰囲気を

10月31日 （水） ハロウィンパー ティー 本 園 味わう。

2. 仮装した外国人の英語講師による

ハロウィンの由来や過ごし方につい

ての話を聞く。

11月20日 （火） 芋掘り遠足 八重瀬町 1. 青空の下で芋掘りを通して秋の収穫

を満喫することで、 自然の大切さを

肌で感じてもらう。

2. 

12月 8日 （土） 保育まつり コンベンショ 1. 夢！つなごう絆！あふれる思い届未来へ

ンセンター

1. 様々な草花に囲まれて、 手作りのお

11月13日 （火） 秋の遠足 1こどもの国 弁当をみんなで 一緒に頂いたり、 歌

やダンスを通して交流を深める。

本 園 1. 研修を通して、 主任としての自覚を

11月17日 （土） 園内研修会 促し更なる自己研鑽に努める。

l. 保護者や地域のお年寄りを招いて歌

老人施設 やダンスそして昔ながらの遊びを通

11月27日 （月） 世代間交流 さんだんかん して世代間の交流を深める。

l. 日頃の設定保育の中で学んだ歌やダ

12月1日 （土） おゆうぎ会 ンス ・ 方言劇に和太鼓とみんなで協

12月2日 （日） 大山公民館 力した練習の成果を披露する。

11月 6日 （火） 第3回 理事会 本 園 1 . 認定こども園について

12月 21日 （金） クリスマス会 本 園 1. サンタさんからプレゼントを頂き一

緒に歌やダンスをして楽しむ。



平成31年 1. お正月ならでは の遊びを楽しみ、

1月 4日 （金） お楽しみ会 本園 今年1年の子どもたちの健やかな健

康を願う。

12月21日 （木） 障害児判定会 宜野湾市社協 1. 平成31年度の障害児受け入れの

為の行動観察及び判定会議。

12月12日 （水） 内科検診 本園 1. 久田医師による今年度2回目の内科

検診を行い、園児の健康管理に努め

る。

1月 9日 （水）

｝ 
l. 子どもたちの日頃の園での様子を写

個人面談 本園 した映写を見てもらい、一人ひとり

1月24日 （木） の成長を振り返りながら懇談して保

護者同士の交流を深める。

1月15日 （火） ムーチー 作り 本園 1. 沖縄の伝統行事の 1つとしてムーチ
ー 作りを通してその由来について学

び、おやつにみんなで頂く。

1月20日 （木） 凧揚げ大会 海浜公園 1. 自分たちで作った手作りの凧 を揚げ

て、新春の遊びを楽しむ。

1月16日 （火）

｝ 記念撮影 本園 1. 進級・卒園の想い出 のアルバムとし

1月18日 （木） てみんな で記念撮影をする。

2月1日 （金） 豆まき 本園 1. 今年1年の子どもたちの無病息災を

願って、豆まきを楽しむ。

1. 尿・ぎょう虫検査を行い園児の健康

2月7日 （木）

｝闊ぎょう虫検査

成人病検診 管理に努める。

センタ ー 2. 異常が出た場合は、保護者に連絡し

2月8日 （金） 早めの駆除をお願いする。



2月14 日 （木） 障がい児保育研修会 市民会館 1. 市内保育園による障がい児保育担当

者による発表及び専門講師によるアド

バイスを受け今後の取り組みに活かし

ていく。

2月20 日 （火） お別れ遠足 美ら海水族館 1. 楽しかった保育園生活の最後の想

い出づくりとして、 鍾乳洞探検や多

くの草花に囲まれながら、 お弁当を

頂き楽しいひとときを過ごす。

1月24 日 （木） 指導監査 本園・森川 1. 平成30年度指導監査を9時30分よ

り行う。

3月1 日 （金） ひなまつり会 本 園 1. 女の子は着飾って登園し、 男の子も
一緒に甘酒の代わりにカルピスや雛

あられを食べながら桃の節句を

楽しくお祝いする。

3月23 日 （土） 第11回卒園式 本園・森川 1. 第 11 回目の卒園児を無事に送りだ

第2回卒園式 し、 子どもたちのこれからの成長と

旅立ちをみんなで 一 緒にお祝いす

る。

3月31 日 （土） 修了式 本 園 1. 子どもたち一人ひとりが無事に進級

できた喜びと自信を持たせると同時

に、 新たな気持ちで新年度に向けて

その成長を手助けしていく。

3月20 日 （水） 第3回理事会 本 園 1. 第2次補正予算他について




