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日

場

議

平成25年通常総会プログラム

時

所

案

平成25年5月28日（火）

16時00分～17時30分

名古屋市中区錦3－23－3

名古屋国際ホテル「若竹の間」

1．開会のことば

2．資格審査

3．会長あいさつ

4．議長団選出

5．書記ならびに議事録署名人の選出

6．議事

(1)平成24年度・事業報告(案)承認の件

（2）平成24年度・決算報告(案)承認の件

監事監査報告

（3）名古屋民間保育園連盟

（4）名古屋民間保育園連盟

（5）名古屋民間保育園連盟

（6）その他（新役員紹介）

7．閉会のことば

-1-

理事選出について

会長選出について

監事任命について



平成24年度事業報告

☆通常総会

◇平成24年5月28日（月）16時00分～17時20分

名古屋国際ホテルにて

議事1．平成23年度事業報告(案)承認の件

2．平成23年度決算報告(案)承認の件

監事監査報告

3．その他

出席者審査時点95名最終出席者95名総会後、歓送迎会

◇平成25年3月18日（金）15時～16時30分

大津橋ビル大会議室にて

議事1．平成24年度補正予算(案)承認の件

2．平成25年度事業計画(案)承認の件

3．平成25年度予算(案)承認の件

4．その他

出席者33名費格審査時点33名委任状提出者130名

◇平成25 年 5 月 2 8 日 （ 火）16時～

議事1．平成24年度事業報告(案)承認の件

2．平成24年度決算報告(案)承認の件

3．名古屋民間保育園連盟理事選出について

4．名古屋民間保育園連盟会長選出について

5．名古屋民間保育園連盟監事任命について

6．その他（新役員紹介）

7．閉会のことば

出席者審査時点名最終出席者 名 総会後、歓送迎会

☆理 事

◇平成2

議事
ｂ
●
●
●
●

会
年
１
２
３
４
５

４ 4月 11 日（ 水）第1回名保連会議室にて

決算総会及び歓送迎会の開催に関する件

｢全私保連」表彰及び活動及び総会に関する件

名保連保護者会連合会に関する件

各組織・各団体等の活動に関する件

その他

◇平成24年5月25日（金）第2回名保連会議室にて

議事1．決算総会及び歓送迎会の開催に関する件

2．巡回童話に関する件

3．名保連保護者会連合会に関する件

4．各組織・各団体等に関する件

5．その他
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◇平成24年

議事 1．

2．

5月28日（月）第3回名保連会議室にて

会長、副会長、常務理事選定に関する件

そ の 他

◇平成24年7月23日（月）第4回名保連会議室にて

議事1．予対活動に関する件

2．保育園フェスタに関する件

3．中部幼研の今後に関する件

4．各組織・各団体等の活動に関する件

5．その他

◇平成24年9月26日（水）第5回名保連会議室にて

議事1．予対活動に関する件・

2．平成25，26年度役員、理事改選に関する件

3．各組織・各団体等の活動に関する件

4． そ の 他

◇平成24年10月24日（水）第6回名保連会議室にて

議事1．予対活動に関する件

2．平成25，26年度役員、理事改選に関する件

3．名保連30周年記念行事準備委員会について

4．各組織・各団体等の活動に関する件

5．その他

◇平成24年11月28日（水）第7回名保速会議室にて

議事1．予対活動に関する件

2．会長選挙管理委員会に関する件

3．“愛と夢”第52回保育まつり準備に関する件

4．各組織・各団体等の活動に関する件

5．その他

6年度区代表理事の選出に

◇平成24年12月12日（水）第8回名保連会議室にて

議事1．会長選挙管理委員会及び平成25，26年度区代

関する件

2．予対活動に関する件
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"愛と夢”第52回保育まつり準備に関する件

各組織・各団体等の活動に関する件

その 他

●
●
⑤

２
３
４

◇平成25年

議事1．

2．

1月21日（月）第9回名保連会議室にて

平成25，26年度会長選挙に関する件

平成25，26年度区代表理事及び種別理事選出に関する件

（定款により平成23，24年度理事の任期期間が25年5月

総会時まで）

"愛と夢”第52回保育まつり準備に関する件

予対活動に関する件

平成25年度通常総会に関する件

各組織．各団体等の活動に関する件

その他

ｂ
●
●
●

３
４
５
６
7．

◇平成25年

議事1．

2．

3．

4．

5．

2月22日（金）第10回名保連会議室にて

平成25年度民間保育所等予算(案)に関する件

平成25，26年度区代表理事の選出に関する件

通常総会に関する件(事業計画(案）・予算(案)等）

各組織・各団体等の活動に関する件

そ の 他

◇平成25 年 3 月 1 8 日 （ 月）第11回名保連会議室にて

議事1．子ども・子育て会議の設置要望に関する件

2．平成25年度中部幼研に関する件

3．全私保連表彰に関する件

4．各組織・各団体等の活動に関する件

5．その他

◇平成25年4月23日（火）第12回名保連会議室にて

議事1．決算総会及び歓送迎会の開催に関する件

2．「全私保連」の活動及び総会に関する件

3．名保連保護者会連合会に関する件

4．第56回中部地区幼児教育研究会に関する件

5．各組織、各団体等の活動に関する件

6．その他

－4－



☆臨時理事 会

◇平成25年成25年5月13日（月）13時～15時30分

議事1．平成24年度決算(案）に関する件

2．その他

☆ 慶弔

平成24年

平成25年

1

1

4月30，5月1日（月、火）

瑞穂区こすもす保育園前園長久保忠士先生お通夜・告別式

5月1，2日（火、水）

中川区ひおき保育園園長川田堯子先生お通夜・告別式

イズモ葬祭名古屋貴賓館にて

（伊東会長、生花、弔電）

8月14，15日（火、水）

名保連前会長港区いずみ保育園藤岡先生ご母堂様

お通夜・告別式

ベルコシティホール名港にて

（伊東会長､生花､弔電）

9月17，18日（月、火）

中区松原幼児園前園長若松啓雅先生お通夜・告別式

栄国寺にて（伊東会長､生花､弔電）

9月23，24日（日、月）

名保連前々会長南区白水保育園前園長黒田優先生

お通夜・告別式

平安会館中村斎場にて（伊東先生、生花、弔電）

0月11，12日（木、金）

瑞穂区さざんか保育園園長種田先生ご母堂様お通夜・告別式

平安会館中川斎場にて（弔電）

2月10，11日（月、火）

天白区みゆき山保育園園長大塚ちゑ子先生お通夜・告別式

音間山仏地院にて（伊東会長、弔電）

3月25，26日（月、火）

中川区中川保育園園長今枝先生ご尊父様お通夜・告別式

イズモ葬祭名古屋貴賓館にて（伊東会長、弔電）

3月25，26日（月、火）

元自民党愛知県連会長寺西学氏お通夜・告別式

廣讃寺にて（藤岡先生､生花、弔電）
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平成24年5月19日（土）

5月26日（土）

6月3日（日）

8月11日（土）

8月28日（火）

〃

11月24日（土）

11月28日（水）

11月29日（木）

12月1日（土）

平成25年3月15日（金）

3月26日（火）

3月27日（水）

〃

〃

〃

〃

港区ドレミ保育園創立の会

ドレミ保育園にて

束区ルナ保育園開所式

ルナ保育園にて

緑区緑いずみ台保育園内覧会

緑いずみ台保育園にて

永信保育園竣工式

永信保育園にて

守山区よつ葉保育園完成式

よつ葉保育園にて

緑区うめさと保育園完成式

うめさと保育園にて

千種区清明山保育園開所式

清明山保育園にて

緑区みどり菜の花保育園開所式

みどり菜の花保育園にて

北区新生第二保育園開所式

新生第二保育園にて

束区エンジェル保育園開所式

エンジェル保育園にて

北区愛厚大曽根保育園竣工式

愛厚大曽根保育園にて

中川区はとぽつぼ保育園開所式

はとぽつぼ保育園にて

中区あかつき三の丸保育園開所式

あかつき三の丸保育園にて

西区オアシス保育園開所式

オアシス保育園にて

中村区ゆめの樹保育園開所式

ゆめの樹保育園にて

(伊東会長）

(伊東会長）

(伊東会長）

(伊東会長）

(伊東会長）

(伊東会長）

(伊東会長）

(伊東会長）

(伊東会長）

(竹内副会長）

(伊東会長）

(伊東会長）

(堀井先生）

(近藤寛先生）

(伊東会長）

北区てんちょうくすのき保育園開所式

てんちょうくすのき保育園にて（田辺副会長）

緑区あおば保育園開所式

あおば保育園にて（竹内副会長）
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☆

3月28日（木）

3月29日（金）

3月30日（土）

〃

4月7日（日）

4月14日（日）

4月21日（日）

名東区西山保育園開所式

西山保育園にて

緑区えにし保育園開所式

えにし保育園にて

千種区猫洞保育園開所式

猫洞保育園にて

天白区にじの花保育園開所式

にじの花保育園にて

おおしま保育園開所式

おおしま保育園にて

かわさき保育園開所式

かわさき保育園にて

びわの実保育園開所式

びわの実保育園にて

(伊東会長）

(伊東会長）

(伊東会長）

(伊東会長）

(伊東会長）

(伊東会長）

(奥村先生）

※全私保連表彰千音寺保育園鈴木満先生（保育功労賞）

永信保育園趙尚浩先生（保育功労賞）

関係機関などの活動について

平成24年4月5日（木）

4月10日（火）

4月18日（水）

4月26日（木）

5月11日（金）

5月14日（月）

5月29日（火）

5月30日（水）

5月31日（木）

名幼研会計監査教育館にて

名古屋市へ新年度の挨拶

市役所にて(伊東会長他役員）

全国事務局長会議全国保育会館にて(堀井先生）

名幼研第1回理事会市役所にて（伊東会長他）

名保連保護者会準備会

女性会館にて（堀井先生）

愛知県幼児視聴覚教育研究協議会

自治センターにて(堀井先生）

全私保連代表者会議・理事会

全国保育会館にて(伊東会長）

全私保連定期総会台東区民会館にて

（伊東会長、田辺先生、奥村先生）

愛知県保育系学生就職連絡協議会との懇談会

ガーデンパレスにて

（伊東会長他）
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6月6日（水）今枝愛林会朝日会館にて（奥村先生）

6 月 7 日 （ 木 ）名幼研理事会市役所東庁舎にて

（伊東会長他）

6月8日（金） 保 育 実 習 反 省 会 ガ ー デ ン パ レ ス に て

（伊東会長他）

障 害児検討会事務所にて（伊東会長他）〃

6月13日～15日（水～金）

全国私立保育園連盟研究大会三重大会

四日市市文化会館他にて

（伊東会長他）

6月22日（金）名保連保護者会連合会総会

市女性会館ホールにて

（大口会長他）

7月17日（火）名古屋市児童福祉施設の設備及び運営に

関する基準の条例化にかかる意見聴取

大津橋ビルにて(伊東会長他）

8月23日（木）県私保連との懇談会事務所にて（伊東会長他）

8月30日（木）保護者会事務所にて（大野会長他）

9月24日、25日（月、火)全私保連幹部セミナー

大阪スイスホテルにて

（伊東会長他）

9月25日（火）全私保連代表者会議大阪スイスホテルにて

（伊東会長）

10月26日（金）養成校との懇談会名鉄グランドホテルにて

（養成校37名、名古屋市2名、名保連21名）

11月2日（金）第44回愛知県幼児視聴覚研究大会

市立第二幼稚園にて

〃 青年会議事務所にて（近藤会長他）

11月13日（火）第1回会長選挙管理委員会

事 務所にて（堀井先生）

11月19日（月）会長選挙告示

12 月6 日（ 木）名幼研役員会市役所束庁舎にて

（伊東会長他）

12月7日（金）中部幼研打ち合わせ事務所にて

（名古屋市、伊東会長他）
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’

’

’

平成25年

12月21日（金）

12月25日（火）

1月4日（金）

1月10日（木）

1月11日（金）

〃

1月12日（土）

1月18日（金）

1月23日（水）

2月13日（水）

会長選挙立候補受付締切

第2回会長選挙管理委員会

事務所にて（田辺先生他）

名古屋市への新年のあいさつ

市役所にて(伊東会長他役員）

第3回会長選挙管理委員会

事務所にて（田辺先生他）

青年会議事務所にて（近藤先生他）

のびサポ会議事務所にて（伊東会長他）

中部地区幼児教育研究会

市公会堂にて

愛知県幼児視聴覚研究協議会

自治センターにて

第4回会長選挙管理委員会及び開票

事務所にて（田辺先生他）

平成24年度東海・北陸ブロック会議

三重県総合文化センターにて

（伊東会長、奥村先生、堀井先生、藤岡先生）

2月14，15日（木、金）全私保連政令指定都市会議

全国保育会館にて(奥村先生）

3月4日（月）全私保連代表者会議全国保育会館にて(伊東会長）

3月12日（火 )HP打ち合わせ事務所にて

（伊東会長、平岩先生、業者）

青年会議事務所にて（近藤寛先生他）〃

3月13日（水）社福立部会事務所にて

（堀井先生、藤岡先生他）

個人立部会事務所にて（竹内先生他）〃

3月21日（木）宗法立部会事務所にて（田辺先生他）

4月3日（水)HP打ち合わせ事務所にて

（伊東会長他、業者）

4月17日（水）全私保連事務局長会議

保育会館にて（堀井先生）

4月24日（水）平成25年度名古屋市交通・生活安全

市民会議第1回役員会

市役所にて（伊東会長）

5月8日（水) HP打ち合わせ事務所にて（益戸、業者）
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☆ 予算対策部

平成24年

1

5月9日（木）

5月10日（金）

5月15日（水）

5月22日（水）

5月23日（木）

5月24日（金）

5月30日（木）

7月18日（水）

7月23日（月）

9月18日（火）

0月9日（火）

11月29日（木）

平成25年1月9日（水）

2月15日（金）

2月21日（木）

3月21日（木）

5月20日（日）

名幼研第1回役員会市役所にて（伊東会長他）

保護者会準備会女性会館にて（大野会長他）

愛知県幼児教育研究協議会

自治センターにて

（竹内先生）

名古屋市交通・生活安全市民会議総会

名古屋市公館レセプションホールにて

（伊東会長）

保育実習反省会ガーデンパレスにて

（伊東会長他）

などや子ども・子育て支援委員会

名古屋市公館にて

（伊東会長）

養成校主催懇談会ラグナスイートにて

（伊東会長他）

全私保連予対正副委員長会議

保 育 会 館 に て （ 藤 岡 先 生 ）

全私保連予対委員会保育会館にて（藤岡先生他）

予算対策部会事務所にて（藤岡先生他）

名古屋市への予算陳情

名古屋市公館にて

（保育議員他､伊東会長他役員､理事）

全私保連第4回予対正副委員長会議

保育会館にて（藤岡先生）

全私保連予対正副委員長会議

保育会館にて（藤岡先生）

全私保連予対正副委員長会議

保育会館にて（藤岡先生）

全私保連予対委員会ルポール麹町にて(藤岡先生）

保育議員の先生と保育を語る集い

中日パレスクラウンホールにて

（伊東会長他76名）

全私保連予対正副・保育制度合同会議

保育会館にて
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☆予算対策部(平成24年度）

部長昭和保育園竹内公子

副部 長 小鳩幼児園 松本一男 書記 中川保育園 今枝隆也

副部長 滝の水保育園 近藤寛 書 記 多加良浦保育園 下 里 康 寿

副部長 香流保育園 岩田義範 書記 川中保育園 遠 藤 一 彦

副部長 新瑞幼児園 柘植信秀 ｵプザー ﾊ゙ ｰ いずみ保育園 藤 岡省吾

部長代行 中村保育園 宇都宮美智子

☆ 研修部

平成24年 6月12日（火）

6月30日（土）

研修部会事務所にて（田中先生他）

保育士会・研修部共催保育士研修会

（参加者235名）

名古屋市博物館にて

テーマ：「どの子もこぼれ落とさない、保育づくり

～実践にこだわって～」

講師：岡山大学教授佐藤暁氏

園長・幹部職員研修会

ウイル愛知にて

（参加者48名）

テーマ：社会福祉法人会計基準改定に伴う研修

講師：指吸会計センター名古屋支店長

海 藤 淳 治氏

研修部会事務所にて（田中先生他）

調理員研修会

束邦ガス業務用ショールームにて

（参加者46名）

テーマ：調理員意見交換とティータイム①

研修部会事務所にて（田中先生他）

障害児、研修部会合同会議

事務所にて

（宮崎先生、田中先生他）

園長・保育士研修会大津橋会館にて

（参加者名保連83名、名古屋市5名）

障害児保育委員会の取組報告

テーマ：「発達障害について－症例を通して－」

識師：名古屋披済会病院小児科部長

長谷川正幸氏

7月3日（火）

7月30日（月）

9月27日（木）

10月2日（火）

10月15日（月）

11月7日（水）
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平成25年1月25日（金）調理員研修会東邦ガス業務用ショールームにて

（参加者33名）

テーマ：調理員意見交換とティータイム②

2月7，8日（木、金）全国研修部長会議

宮崎シーガイヤにて

（田中先生、平岩先生）

2月21日（木）研修部会事務所にて（田中先生他）

3月6日（金）研修部会事務所にて（田中先生他）

3月27日（水）新任保育士研修会中区役所ホールにて

（参加者171名）

テーマ：「はじめて保育士として働くみなさんへ」

－不完全な発見をあなたの宝としよう－

識師：社会福祉法人名古屋キリスト教社会館

専務理事、菜の花保育園前園長

湧井規子氏

4月16日（火）研修部会事務所にて（田中先生他）

平成24年

1

平成25年

6月22日（金）

1月30日（金）

5月31日（金）

第1回名古屋市所長研修会

第2回名古屋市所長研修会

第1回名古屋市所長研修会

港区文化小劇場にて

女性会館ホールにて

女性会館ホールにて

☆研修部(平成24年度）

部長いぶき保育園田中善美

副部長 日吉保育園 横地恵子 部員 川中保育園 遠藤一彦

部 員 小鳩幼児園 松本一男 部 員 中川保育園 今枝隆也

部員 すずらん幼児園 福田明美 部員 千草保育園 平岩恭子

部 員 名港保育園 長 谷 川弘顕 部 員 稲葉地保育園 奥村紀子

部 員 柳 保育園 横地全倫 部員 名古屋植田ケ丘保育園 小泉敦子

部 員 みどり保育園 岩原千里 部員 花園保育園 神野文彦

部員 ちばな保育園 春日井敏哉 部員 けやきの木保育園 平松知子

ｵブや 天使保育園 伊東世光
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☆ 広報部

平成24年5月11日（水）

6月20日（木）

8月2日（木）

10月25日（木）

平成25年1月29日（火）

3月26日（火）

5月24日（金）

☆名保連ニュース

☆広報部(平成24年度）

広報部会事務所にて（近藤敏矢先生他）

広報部会事務所にて（近藤敏矢先生他）

広報部会事務所にて（近藤敏矢先生他）

広報部会事務所にて（近藤敏矢先生他）

広報部会事務所にて（近藤敏矢先生他）

広報部会事務所にて（近藤敏矢先生他）

広報部会事務所にて（近藤敏矢先生他）

恥70号、71号、72号、73号発行。

部長笠寺幼児園近 藤 敏矢

副部長 清瀧保育園 松井睦 朋 部員 惟信保育園 宮崎尚弘

部員 花園保育園 神野文彦 部員 ぜんしん保育園 藤岡賢太

部員 大生幼児園 岡 田 昌也 部員 誓成保育園 渡辺一晃

ｵザｰｰ 花園保育園 田 辺 文石

☆調査研究部

平成24年8月20日（月）調査研究部会事務所にて（柘植先生他）

☆平成24年度・アンケート調査「予算対策要望事項について」を実施。

9月6，7日（木、金）全国調査部長会議

京都全日空ホテル

（遠藤先生、柘植先生）

☆調査研究部（平成24年度）

部長川中保育園遠藤一彦

副部長 新瑞幼児園 柘植信秀 部員 神の倉清凉保育園 本多伯舟

部員 滝 の水保育園 近 藤 寛 部員 きよすみ保育園 兼岩春臣

部員 黎明保育園 竹内良直 部員 多加良浦保育園 下里康寿

部員 誓成保育園 渡辺一晃 ｵザ-ー 昭和保育園 竹内公子

ｵりこバー い ずみ保育園 藤岡省吾
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☆ 子育て支援委員会

1．子育て広場

24年度は下記のとおり開催。
-F

開 催日

平成24年6月23日

平成24年6月30日

平成24年9月1日

平成24年9月6日

平成24年9月8日

平 成24年9月15日

平成24年10月27日

平成24年10月27日

平成24年11月10日

合 計

開催区

瑞穂区

昭 和 区

千種区

中村区

南区

港区

名東区

北区

西区

9箇所

参加人数 従事職員数

281名 63名

192名 53名

307名 69名

406名 50名

126名 65名

120名 82名

732名 100名

236名 72名

271名 63名

2671名 617名

2．子育て支援ネットワーク事業

平成24年12月17日（月）子育て支援委員会事務所にて（長谷川先生他）

平成25年1月31日（木）子育て支援委員会・児童委員との合同研修会

大津橋ビルにて

（参加者民間園36名、児童委員35名）

講師：愛知東邦大学教授後藤永子氏吉村譲氏

テーマ：『人として育てる人として生きる為に』

☆子育て支援委員会（平成24年度）

委員長萩 野 保 育 園 長 谷 川孝範

委員 希望ヶ丘保育園 堀井千代子 委員 若 葉 保育園
一

妾 員 なえしる保育園 本 田 たみ代 委員 徳風幼児園

委員 詩織保育園 押村厚子 委員 白山保育園

委員 花園保育園 神野文彦 委員 あかつき保育園

ｵプザｰｰ 天使保育園 伊東世光

ｱドｲザｰ 江南短期大学 《子育て支援委員会組織外》藤原辰志

☆虐待対応 委員会

平成24年度については相談、対応全てに於いて0件。
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☆次世代育成行動計画研究委員会

（活動の経過）

6月1日（金）：第65回委員会

＊年間計画・方針確認、具体化・委員会メンバー確認

＊名東保育園の支援センターから学ぶ

（支援センターの活動の実態と、名東区の連携事業の様子、今後の課題などの報告

意見交換）

＊林先生・千葉先生園長退任お疲れ様会

7月3日（火）：第66回委員会

＊講演会「就学後の子どもの状況から保育の課題を考えよう」

講師：北区の上飯田児童館の加藤館長

9月13日（木）：第67回委員会

＊めいほく保育園の伊佐治先生のお話と意見交換

北区の子育ての実態や支援の実践、保育園の役割などの報告を受ける

＊市懇談について＊予算要望の状況について

＊12月開所の林先生・加賀先生より状況報告

10月30日（火）：第68回委員会

＊名古屋市への要望について「子育て支援センター」の役割と課題

湧井先生より提案

11月12日（月）：第69回委員会

＊市懇談…係長民間移管担当

公立保育園の民間移管と公民の役割と位置付けなどについて懇談を持つ

12月17日（月）：第70回委員会

＊市懇談の報告と反省＊今後 の活動について

1月31日（木）：第71回委員会

＊次年度事業計画＊懇親会

3月4日（月）：第72回委員会

＊今年度の反省と各園交流

（まとめ）

昨年度の委員会は、次世代育成で重要な役割を持つ「子育て支援センター」の課題を明

確化しようと活動を進めた。6月は名東保育園の支援センターの実践から学び、7月は

北区の上飯田児童館の「就学後の子どもの状況から保育の課題を考えよう」の講演、9

月はめいほく保育園の北区の子育ての実態や地域の公的な機関が繋がって取り組んでい

る支援の実践の報告、10月は湧井先生より「子育て支援センター」のあり方の提案を

受け検討を深めてきた。また、11月の市懇談では、公立保育園の民間移管にあたって
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提案された「エリア構想」についての意見交換を行った。国の保育制度が大きく変わろ

うとする中、子どもにとって保育園がどのような役割を果たすべきか、引き続き地域の

子育て支援をどの様なシステムで展開していくのか、行政と協働して政策提言できる委

員会活動を目指したい。

☆次世代育成行動計画研究委員会(平成24年度）

委員長こすもす保育園小西文代

委員 あかつき保育園 山中健司 委員 めいほく保育園

委員 かわらまち夜間保育園 堀江京 子 委員 名東保育園

委員 平田保育園 石田里 美 委員 和進館保育園

委員 滝の水保育園 近藤寛 委員 ﾁｬｲﾙドｱｶテﾐー｣二繩餓

委員 田代保育園 加賀睦 子 ｵザｰｰ いりなか福祉会

ｵザｰｰ 新生福祉会 林小夜子 ｵザｰｰ 名南子供の家

☆病後児保育運営委員会

平成24年4月25日（水）病後児保育運営委員会

5月25日（金）病後児保育運営委員会

6月20日（水）病後児保育運営委員会

8月28日（火）病後児保育運営委員会

9月27日（木）病後児保育運営委員会

10月30日（火）病後児保育運営委員会

11月28日（水）病後児保育運営委員会

平成25年1月21日（月）病後児保育運営委員会

2月22日（金）病後児保育運営委員会

4月23日（火）病後児保育運営委員会

☆病後児保育運営委員会(平成24年度）

部長稲葉地保育園奥村紀子

事務所にて

事務所にて

事務所にて

事務所にて

事務所にて

事務所にて

事務所にて

事務所にて

事務所にて

事務所にて

伊佐治尚美

宮 野 貴 子

松 田 紀 子

鈴 木 洋 子

岸清江

千葉恵子

(奥村先生他）

(奥村先生他）

(奥村先生他）

(奥村先生他）

(奥村先生他）

(奥村先生他）

(奥村先生他）

(奥村先生他）

(奥村先生他）

(奥村先生他）

副部長 昭和保育園 竹内公子 委員 すぐすぐ北 堀田香代子

オブザーバー 執 行 部 役 員 8名

☆ 無料職業紹介事業

※担当者益戸恵理子

平成24年5月31日（木）

9月8日（土）

9月9日（日）

森恵子

養成校主催の懇談会（ガーデンパレスにて）

保育園フェスタ会場準備（栄ガスビルにて）

保育園フェスタで就職相談実施、本事業をPR

（栄ガスビルにて）
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☆

10月26日（金）

平成25年5月30日（木）

養成校との懇談会及び懇親会

（名鉄グランドホテルにて）

（養成校37名、名古屋市2名、名保連21名）

養成校主催の懇談会（ラグナスイートにて）

項 目 件数

履歴書預かり数 99

会員園からの問い合わせ件数 156

会員園への紹介件数 132

会員園への紹介述べ件数 238

会員園での採用件数 66

保育園フエスタ2012実行委員会

平成24年 6月18日（月）

7月14日（土）

7月19日（木）

7月24日（火）

7月26日（木）

7月29日（日）

8月29日（木）

9月6日（木）

9月8日（土）

9月9日（日）

10月18日（木）

保育園フェスタ全体会事務所にて（田辺先生他）

保育園フェスタ就職ガイダンス

中区役所ホールにて

（参加者282名）

フェスタ会場下見栄ガスビルにて

（田辺先生他）

保育園フェスタ全体会事務所にて（田辺先生他）

リビング新聞社打ち合わせ

事務所にて

（平岩先生、今枝先生）

東京保育士フェア視察東京ベルサール新宿にて

（田辺先生、竹内先生）

保育園フェスタ全体会事務所にて（田辺先生他）

フェスタファイル詰め作業

事務所にて(川嵜先生他）

フェスタ搬入・準備栄ガスビルにて

（田辺先生他実行委員）

保育園フェスタ“2012”就職情報展

栄ガスビルにて

（参加者472名スタッフ含む）

保育園フェスタ全体会事務所にて（田辺先生他）
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☆ 保育まつり

平成24年10月22日（月）第一回正副部長会議事務所にて(宇都宮先生他）

11月15日（木）保育まつり三者打ち合わせ

事務所にて(宇都宮先生他）

11月21日（水）バス会社と打ち合わせ事務所にて

（田辺先生、今枝先生）

11月28日（水）保育まつり合同打ち合わせ会

平成25年

事務所にて

（名古屋市、保育士会、名保連役員、実行委員、各部長、副部長）

1月8日（火）バス配車事務所にて

（田辺先生他担当者）

1月9日～15日（水～火）

座席割り事務所にて（担当者）

1月16日（水）保育まつり1日目参加園リハーサル

北区役所講堂にて

1月17日（木）保育まつり2日目参加園リハーサル

北区役所講堂にて

1月21日（月）第2回正副部長会議事務所にて(宇都宮先生他）

1月22日（火）バス会社との打ち合わせ

事務所にて（田辺先生他）

2月13日（水） 第 3 回 正 副 部 長 会 議 市 公 会 堂 に て

（宇都宮先生他）

保育士劇合同リハーサル市公会堂にて

（宇都宮先生他）

保育まつりおみやげ配分市公会堂にて

（宇都宮先生他）

会場部打ち合わせ市公会堂にて

（田中先生他）

2月14．15日（木・金）

“愛と夢”第52回保育まつり市公会堂にて

（14日3，756名・15日3,734名、両日7，490名）

2月15日（金）保育まつり慰労会かめいにて

（名古屋市、トライル、実行委員長他役員、各部スタッフ）
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☆ 事業部

平成24年度における活動報告

事業紹介

企業名

㈱東海ビクトロン

池野秀三郎商店

メイト

チャイルド社

㈱コムスタッフ

ヒカリクリエイト

ア フラック

東海キッズプロモーション

延明商会

㈱セントスタッフ

チタ保育社

㈱オリコ

元気カンパニー

AIU

東京海上火災

チ ャイ ルド

㈱ゴィス

㈱テンプスタッフピープル

アク ア ・ ト ト ぎ ふ

㈱川上産業

紹介事業

AED収納BOX

吸水ローラー、ウイルス除菌剤

識習会案内

会計コンピューター展示会

蛍光灯スクリーン、ポストイット、消化用具

除菌用品

がん保険

保育園サポートアプリ

幼児用布団

人材派遣

紫外線除菌器

業務用クーラー

冷凍ケーキ

保険(キッズガード）

保険(ちびっこクラブ）

会計講習会

DVD制作

鯛習会案内

招待券

Babyputi保育用品

｢シーガイアコンベンション

※その他、チラシ等の配布による紹介

◇Comomo(コモモ）

・東海北陸ブロック(愛知・岐阜・三重・名古屋)共同によるフリーペーパー

マガジン制作活動に参加

◇東海・北陸ブロック事業部長会議

・2ケ月に1回、県私保連事務所

◇平成24年度全国事業部長会議

・平成24年10月16日（火）・17日(水)宮崎県「シーガイアコンベンシヨ

セ ンター3階」

◇保育まつり協賛金活動

部(平成24年度）☆事業部(平成2

部 長 多加良浦保育園下里康寿

オブザーバー ふたば保育園 芝田育彦 オブザーバー 中村保育園 宇都宮美智子

オブザーバー 滝の水保育園 近藤寛
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☆障害児保育委員会

◎平成24年4月 障害児保育委員会事務所にて（宮崎先生他）

障害児保育委員会事務所にて（宮崎先生他）

障害児保育委員会事務所にて（宮崎先生他）

障害児保育委員会事務所にて（宮崎先生他）

障害児保育委員会事務所にて（宮崎先生他）
障害児、研修部合同会議

事務所にて

（宮崎先生、田中先生他）

事務局、障害児合同会議

事務所にて（堀井先生他）

障害児保育委員会事務所にて（宮崎先生他）

障害児保育委員会事務所にて（宮崎先生他）

２
２
２
１
１
″

7日(金）

1日(月）

7日(水）

0日(月）

5日(月）

5月

6月

9月

10月

11月5日(月）

平成25年 2月25日（月）

5月17日(金）

◎ 平成24年 7月3日（火）第1回統合保育見学・交流研修

守山区・千種区・名東区・天白区グループ

名古屋植田ヶ丘保育園にて

（第1回、2回合計参加者42名）

内容保育見学・交流会

7月4日（水）第1回統合保育見学・交流研修

南区・緑区・瑞穂区・昭和区グループ

緑区役所徳重地区会館集会室にて

（参加者27名）

内容「障害児保育実態把握のためのアンケート」

を基にした意見交換会

7月25日（水）第1回統合保育見学・交流研修

中川区・港区・熱田区・中区グループ

港保健所3階会議室にて（参加者24名）

内容講演「保健所と保育園の連挑を考える」

－1．6歳・3歳児健診や

保育園訪問を通じて－

講師港保健所保健看護担当主査

佐藤かおり氏

8月29日（水）第1回統合保育見学・交流研修

西区・北区・東区・中村区グループ
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9月

9月

9月

9月

9月

あけぼの保育園にて （参加者20名）

内容施設見学と「障害児保育実態把握のための

アンケート」を基にした意見交換会

4日（火）第2回統合保育見学・交流研修

守山区・千種区・名東区・天白区グループ

名古屋植田ヶ丘保育園にて

（第1回、2回合計参加者42名）

内容保育見学・交流会

4日（火）第2回統合保育見学・交流研修

昭和区・瑞穂区・南区・緑区グループ

ほしざき保育園にて（参加者4名）

内容施設見学と交流

5日（水）第2回統合保育見学・交流研修

西区・北区・東区・中村区グループ

あけぼの保育園にて （参加者24名）

内容施設見学と「障害児保育実態把握のための

アンケート」を基にした意見交換会

5日（水）第2回統合保育見学・交流研修

中川区・港区・熱田区・中区グループ

のぎく保育園にて（参加者17名）

内容施設見学と意見交換

6日（木）第2回統合保育見学・交流研修

昭和区・瑞穂区・南区・緑区グループ

菜の花保育園にて （参加者4名）

内容施設見学と交流

9月21日（金）第2回統合保育見学・交流研修

昭和区・瑞穂区・南区・緑区グループ

箱舟保育園にて（参加者7名）

内容施設見学と交流

10月26日（金）第2回統合保育見学・交流研修

昭和区・瑞穂区・南区・緑区グループ

池内わらべ保育園にて （参加者6名）

内容施設見学と交流
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☆障害児保育委員会(平成24年度）

委員長惟信保育園宮崎 尚 弘

委員 新生保育園 横地由紀 委員 あけぼの保育園 西村令司

委員 池内わらべ保育園 鈴木奈津江 委員 昭和保育園 竹内公子

委員 駒方保育園 田中美枝子 委員 菜の花保育園 冨田千栄子

委 員 のぎく保育園 吉田雅世 委員 箱舟保育園 永津睦子

委員 名古屋植田ケ丘保育園 小泉敦子 委員 めばえ保育園 銭亀典子

委員 ほしざき保育園 千葉恵子 委員 菜の花保育園 湧井規子

ｵ-ー 中村保育園 宇都宮美智子

☆基金委員会

当委員会は、名保連会員及び関係者からの寄付により創設した基金を適切に管理

し、名保連の財政基盤の確立に資することを目的とする。

随時、委員会を開催して基金の募集と基金管理を確実に実施することとする。

構成メンバーは以下の通りとする。

☆基金委員会（平成24年度）

委員長いずみ保育園藤岡 省 吾

委員 昭和保育園 竹内公子 委員 希望ケ丘保育園|堀井千代子
委員 中村保育園 宇都宮美智子

なお、平成24年度の活動として名保連事務局が入居するチサンマンションの

改修工事に伴う空調設備工事の改修資金を基金から拠出する件について、基金委

員会にて審議、備品として基金からの拠出を決定した。

☆財務部

平成24年4月11日（水）指吸会計との打ち合わせ

事務所にて（平岩先生）

4月18日（水）指吸会計との打ち合わせ

4月25日（水）

5月7日（月）

5月25日（金）

事務所にて（平岩先生）

財務打ち合わせ事務所にて（平岩先生）

名保連監査会事務所にて

（伊東会長、堀井先生、伊東監事、長谷川監事）

指吸会計との打ち合わせ

事務所にて（平岩先生）

6月18日（月）指吸会計との打ち合わせ

事務所にて（平岩先生）
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」

8月23日（木）

9月11日（火）

10月29日（月）

11月29日（木）

12月17日（月）

平成25年1月21日（月）

2月21日（木）

3月14日（木）

3月18日（木）

4月30日（火）

指吸会計との打ち合わせ

指吸会計との打ち合わせ

指吸会計との打ち合わせ

指吸会計との打ち合わせ

指吸会計との打ち合わせ

指吸会計との打ち合わせ

指吸会計との打ち合わせ

指吸会計との打ち合わせ

事務所にて (平岩先生）

事務所にて (平岩先生）

事務所にて (平岩先生）

事務所にて (平岩先生）

事務所にて (平岩先生）

事務所にて (平岩先生）

事務所にて (平岩先生）

事務所にて (平岩先生）

財務部打ち合わせ事務所にて(平岩先生他）

指吸会計決算打ち合わせ

事務所にて

（平岩先生、今枝先生）

名保連監査会事務所にて

i生、平岩先生、今枝先生、伊東監事、長谷川監事）

5月10日（金）

(伊東会長、堀少堀井先生、

☆財務部(平成24年度）

部長千草保育園平岩恭子

副部長 中川保育園 今枝隆也 部員 希望ケ丘保育園 堀井千代子

部員 稲葉地保育園 奥村紀子 部員 小鳩幼児園 松本一男

部員 滝の水保育園 近 藤寛

☆役員会・事務局会議等

平成24年4月10日（火）

5月7日（月）

5月15日（木）

5月25日（金）

6月6日（木）

保育企画室との懇談会

役員会

保育企画室との懇談会

事務局会議

事務局会議

－23－

事務所にて(伊東会長他）

事務所にて(伊東会長他）

事務所にて(伊東会長他）

事務所にて(伊東会長他）

事務所にて(伊東会長他）



6月20日（水）保育企画室との懇談会市役所会議室にて

（伊東会長他）

7月17日（火）役員会大津橋ビルにて

（伊東会長他）

7月23日（火）事務局会議事務所にて(伊東会長他）

8 月9 日（木）役員会事務所にて(伊東会長他）

8月28日（火）保育企画室との懇談会事務所にて(伊東会長他）

9月3日（月）行政説明市役所にて(伊東会長他）

9月27日（木）保育企画室との懇談会事務所にて(伊東会長他）

役員会事務所にて(伊東会長他）〃

事務局会議事務所にて(伊東会長他）〃

0月24日（水）事務局会議事務所'にて(伊東会長他）

0月30日（火）保育企画室との懇談会事務所にて(伊東会長他）

1月5日（月）事務局、障害児合同会議

事務所にて(堀井先生他）

１
１
１

☆披済会病院小児科部長長谷川正幸講座「少し気になる子」のカンファレンス研修

名古屋民間保育園連盟事務所午後6時～

趣旨障害児設定がされていない子どもに対して、保育現場の中で「少し気になる子」

の対応について、戸惑や困った感の事例を持ち寄り長谷川正幸先生からの意見や

アドバイスを頂く。

そのことにより、子ども理解につながり、保育の質の向上に寄与する。

平成24年1月18日（水）特定不能の広汎性発達障害の疑い

2月22日（水）児童虐待による脳への傷と回復

3月13日（火）「少し気になる子」にどのように対応・継続していく

べきか

4月25日（水）少しずつ社会性を見に着けていくこと

5月30日（水）イメージの世界に入りこみ、やがてトラブル

6月27日（水)PDDを否定しないが、親の問題か

7月25日（水）衝動性・多動性の強いアスペルガー障害またはADHD

9月26日（水）衝動性の強いADHD→PDD

10月24日（水）ネグレクトまたは愛着障害による「第4に発達障害」は

注意

11月28日（水）注意欠陥多動性障害・多動性衝動性優位型

12月19日（水）反応性愛着傷害

平成25年1月23日（水）自閉症スペクトラムアスペルガー障害の疑い
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☆

2月27日（水）

4月24日（水）

虐待？将来は解離性障害？

愛着の形成1．反応性愛着障害には二つのタイプがある

ルールを守らせるソーシャルスキルトレーニング褒

める

（事務局長堀井千代子報告）

待機児童プロジェクト委員会

平成24年

平成25年

5月9日（水）

5月22日（火）

6月5日（火）

6月29日（金）

9月18日（火）

2月19日（火）

待機児童プロジェクト事務所にて（山中先生他）

待機プロジェクト業者打ち合わせ

待機児童プロジェクト

賃貸本園行政説明

待機児童プロジェクト

待機児童プロジェクト
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事務所にて（山中先生）

事務所にて（山中先生他）

東別院会館にて

事務所にて
J

事務所にて

(山中先生他）

(山中先生他）

(山中先生他）


