
2016年 度 (平成 28年度)事業報告

社会福祉法人 まごころ会

。在籍人数  下表の通 り

1.入園状況
。認可定員 165名  休り用定員 165名 )

2.行事内容 ◎世代間交流  ○異年齢児交流

月 4 5 6 7 8 9 10 12 1 つ
４ 3 計

0歳児 5 9 12 13 13 14 139

1歳児 27 28 27 28 27 27 28 28 28 331

2歳児 29 29 30 29 29 29 29 29 30 30 30 352

3歳未満

児小計
63 64 65 69 69 69 77 822

3歳児 30 30 30 30 31 31 31 31 368

4歳児 30 30 30 30 29 28 28 28 28 28 28 345

5歳児 30 31 31 31 31 371

3歳以上

児小計
90 91 91 90 90 90 90 90 90 90 1084

合計 (人 ) 151 154 154 155 156 159 159 159 161 163 167 168 1906

在籍率% 92 93 93 94 95 96 96 96 99 101 102
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その他 園長 1名  ・ 副園長 1名  。 調理員 5名  ・ 事務員 2名  。 看護師 1名  ・ 保育補助 3名

月 主な行事 地域交流事業 地域子育て支援拠点事業

4月
入園式、ぎょう虫検査、家庭訪問

給食参観

◎ ふれあいお楽しみ交流会 サークル支援 。育児相談

5月

健康診断 (医科 。歯科 )、 尿検査、園文庫開始

遠足 (笠岡恐竜公園 (カ ブ トガニ博物館))

玉ねぎ収穫、保育参観及びクラス懇談

○ 月ヽ学生との交流 すくすくクラブ

サークル支援・育児相談

6月
歯みがき指導、高校生インターンシップ受け入れ ○ 高校生との交流 すくすくクラブ

サークル支援 。育児相談

7月

水遊び、プール遊び、七夕まつ り、夏まつ り ふれあい夏まつ り

◎ ふれあいお楽しみ会

(すいかの収穫など)

すくすくクラブ

サークル支援・育児相談

8月
プール参観、中学生職場体験受け入れ ○ 中学生との交流 すくすくクラブ

サークル支援・育児相談

9月
◎ 敬老お楽しみ会

(大根の種まき、敬老会)

すくすくクラブ

サークル支援・育児相談



10月
健康診断 (医科 。歯科 )、 ぎょう虫検査

運動会、遠足 (市立動物園)、 さつまいも収穫

◎ ふれあいお楽しみ運動会 すくすくクラブ

サークル支援・育児相談

11月
体育教室参観、交通安全指導 (市 )

新涯ふれあいフェスタ参加

○ 高校生との交流 すくすくクラブ

サークル支援 。育児相談

12月
発表会、クリスマス会 すくすくクラブ

サークル支援 。育児相談

1月
英語教室参観、個人懇談 (乳児) すくすくクラブ

サークル支援 。育児相談

2月
豆まき、個人懇談 (幼児 ) すくすくクラブ

サークル支援・育児相談

3月
おわかれ遠足、おわかれ会

修了式、卒園式

◎ ひなまつ りお楽 しみ会 すくすくクラブ

サークル支援 。育児相談

その他毎月の行事 避難 (防火 。消火)訓 1練 (初旬)、 交通 。安全指導(中旬)、 身体測定(中 旬)、 誕生会(毎月最終保育日)

3.保 育 内容 向上等 の た めの取 り組 み

(1)保 護者に関する取 り組み

・ クラスだより (毎月)、 まことめ―る(随時)、 給食め～る(毎月)

一般連絡 (随時プリン トで綿密に連絡する中で保育内容への理解 と協力の促進を図る)

・ 保護者学習会及びクラス懇談会の実施

・ クラス別保護者回覧ノー ト

(2)職 員に関する取 り組み

。 園外研修

茅L・ 幼児保育、障害児保育、保育実技、子育て支援、給食関係、人権関係、保健衛生

安全・危機管理、普通救命講習など

。 園内研修

園外研修報告 。実践、日本太鼓、保健衛生、自己評価、保育実践での課題など

(3)施 設設備などに関する取 り組み

・ 園舎フローリングワックスがけ

。 ばなな棟エアコン (2台)取 り替え

(4)地 域に関する取 り組み (地域公益活動)

。 地域老人会との交流 (交流内容として、菜園活動 。伝承遊びなど)

。 地域行事への参加・・ 。新涯学区『ふれあいフェスタ』参加

「まこと太鼓」出演 (5歳児)。 絵画作品出品 (4歳児 )

。 地域子育て支援活動

すくすくクラブの開催 毎月 2回月曜日 (10時～11時 30分 )

地域育児サークル支援 毎週月～金曜日 (9時～14時・8サークル )

「すくすくめ～る」の刊行

。 実習生 。ボランティアの受け入れ、中学生職場体験 。高校生インターンシップの受け入れ

(5)派 遣講師による保育の取 り組み

。 英語教室 (毎月 2回 )

・ 体育教室 (毎月 2回 )


