
平　成　28年　度　事　業　報　告　書

行　　事　　名 備　　考 行　　事　　名

4 5 お花見 1 合同連絡会

5 園長先生のお話 4 こいのぼりの集い実行委員会

6 入学式 菅生小 13 職員会

7 入学式 菅野中 15 協議員会

8 入学式 公立高 15 和み会

16 花花カット ボランティア 19 職員部会幹事会

17 園内バス旅行 19 給食委員会

17 児童会 25 幹部会

20 修学旅行 中３、九州方面 26 キラキラステップアップ会

23 避難訓練 27 菅生小との連絡会

24 スプリング杯ソフトボール大会 新在家グランド 28 統括会

25 公文表彰 全体 随時 職員健康診断

30 保育園総会

小学校授業参観、ＰＴＡ総会

随時 健康診断 高本医院

塾開始　毎週月・木２０：００～

公文式学習 小：月～木　中：月～土

身体測定 各ルーム毎に随時実施

集い 各ルーム毎に随時実施

誕生日会 各ルーム随時

5 5 柏餅つくり 3 合同連絡会

12 薪能招待高３ 10 県社協新任研修

13 おーい集まれ！こいのぼりの集い 明石公園 12 キラキラステップアップ会

14 母の日の集い 12 経営協総会

15 児童会 13 菅野中との連絡会

22 関西電力との交流会 15 なごみ会

25 公文表彰 17 給食委員会

28 小学校運動会 20 県養協総会

29 避難訓練 24 幹部会

24 夢前福祉会理事会

花花カット ボランティア 25 職員会

いきいき勉強 金曜日、小学校より３名来園 25 衛生講習会

各ルームレクリエーション 31 職員部会

公文式学習 小：月～木　中：月～土

身体測定 各ルーム毎に随時実施

集い 各ルーム毎に随時実施

塾　毎週月・木

誕生日会 各ルーム随時

行　　事　　名 備　　考

6 4 県養協フットサル大会

9 露天商組合からの招待 広畑学園 3 合同連絡会

19 ボーリング大会 6 キラキラステップアップ会

19 児童会 13 中播磨給食施設協議会総会

21 父の日の集い 15 なごみ会

25 公文表彰 19 福祉の就職フェア

25 避難訓練 20 職員部会幹事会

25 県市卓球大会 王子スポーツセンター 22 心肺蘇生講習会

２７～ 自然学校・小５ 24 幹部会

播磨高校修学旅行 27 給食委員会

小学校音楽会 27 職員会

公文式学習 小：月～木　中：月～土 30 児童福祉施設研修

身体測定 いちごルーム ２１・２２ 福祉新任職員フォローアップ研修

いきいき勉強 金曜日、小学校より３名来園 ７・８ 近畿児童養護施設研究協議会

身体測定 いちごルーム

集い 各ルーム毎に随時実施

塾　毎週月・木

　　　　　職　　員　　行　　事

月
　　　　児　　童　　行　　事 　　　　　職　　員　　行　　事

日

月 日
　　　　児　　童　　行　　事

日



誕生日会 各ルーム随時

7 2 保育園七夕会 1 ホームステイ調整会議

7 七夕まつり 6 キラキラステップアップ会

10 公文表彰 8 協議員会・納涼交流会

16 花花カット ボランティア 8 職員部会幹事会

18 うみねこ会招待 11 統括会

20 園長先生の話 11 職員部会合同レク

22 夏季短期里子～２６ 宍粟市 14 職員会

25 小４林間学舎 15 なごみ会

27 山崎高校との交流会 21 水難訓練

28 避難訓練 23 互助会バレーボール大会

30 中学校廃品学習 25 幹部会

31 園内キャンプ～２日 28 法人研修会

２８・２９ しらかば学習合宿 30 兵庫大学実習懇談会

誕生日会 各ルーム随時 ２５・２６ 姫路市新任研修

お宮掃除 全体

夏服購入 中学生

夏服購入 高校生

公文式学習 小：月～木　中：月～土

身体測定 いちごルーム

いきいき勉強 金曜日、小学校より３名来園

集い 各ルーム毎に随時実施

塾　毎週月・木

行　　事　　名 備　　考 行　　事　　名

8 5 ウシオ電機招待 3 公開講座

7 廃品回収（中） 4 ホームステイ反省会

20 小学校奉仕作業 17 給食委員会

20 花花カット ボランティア 24 幹部会

20 避難訓練 23 中播磨栄養士研修会

21 あぞのどろんこ祭り 26 自立支援金貸付説明会

23 ジュニアノック 31 就職説明会

25 公文表彰 31 感染症対策研修

27 夕涼み会・淡路学園との交流会 二葉園駐車場

～２ 園内キャンプ

１０～１７ 帰省

１６・１７ コスモス学習合宿

１８・１９ 若竹・たんぽぽ学習合宿

２７～２８ 中三就学旅行

５・６ 保育園お泊り保育

7・２２ 児童会

８・９ 大掃除 各ルーム毎

園長先生の話

誕生日会 各ルーム随時

公文式学習 小：月～木　中：月～土

身体測定 いちごルーム

集い 各ルーム毎に随時実施

塾　毎週月・木

9 1 防災の日 2 統括会

15 お月見の集い 2 中盤消防立ち入り調査

17 花花カット ボランティア 8 職員部会幹事会

　　　　児　　童　　行　　事
月

　　　　　職　　員　　行　　事



17 中学校体育大会 9 職員会

19 児童会 10 清水ヶ丘児童心理臨床セミナー

24 ＳＳＴ研修 15 なごみ会

24 公文表彰 12 公文研修

24 避難訓練 16 給食委員会

１３～１５ 西日本職員研修高知大会

24 幹部会

26 女子棟改築工事開始

行　　事　　名 備　　考 行　　事　　名

9 公文式学習 小：月～木　中：月～土 8 協議員会

身体測定 いちごルーム 13 社会福祉制度改革研修

いきいき勉強 金曜日、小学校より３名来園 15 みんなの文化祭実行委員会

集い 各ルーム毎に随時実施 26 キラキラステップアップ会

塾　毎週月・木 26 フレッシュマン研修

誕生日会 各ルーム随時 27 新任職員ステップアップ研修

10 8 ＳＳＴ１～３ 1 共同募金啓発活動

9 杵築神社氏子祭こども相撲大会 4 福祉経営セミナー

10 球技大会 11 みんなの文化祭実行委員会

15 保育園運動会 12 協議員会

16 バレーボール大会 洲本　３位 13 きらきらステップアップ会

19 児童会 13 職員部会幹事会

23 避難訓練 14 正月里子支援事業連絡会議

24 公文表彰 15 兵庫県社会福祉大会

随時 健康診断 岡崎医院 17 なごみ会

誕生日会 各ルーム随時 18 給食委員会

公文式学習 小：月～木　中：月～土 19 実地訓練

身体測定 いちごルーム 25 養連ｽﾎﾟｰﾂ大会

いきいき勉強 金曜日、小学校より３名来園 26 オレンジカップ女子職員バレー大会

集い 各ルーム毎に随時実施 26 良い子ネット

塾　毎週月・木 27 幹部会

27 ストレスマネジメント研修

28 職員会

31 中堅職員研修

行　　事　　名 備　　考 行　　事　　名

11 6 秋季どんぐり杯 2 みんなの文化祭

9 中学校音楽祭 5 福祉会スマイルカップ

11 中学校進路説明会 9 協議員会

12 みんなの文化祭 明石 9 マッティング会議

19 小学校音楽祭 11 きらきらステップアップ会

19 花花カット ボランティア 15 なごみ会

23 ウォークラリー 15 全国児童養護施設長研究協議会

23 児童会 16 給食委員会

24 公文表彰 19 キャリアデザインミーティング

27 避難訓練 20 創立記念式典

　　　　　職　　員　　行　　事

　　　　　職　　員　　行　　事
月

　　　　児　　童　　行　　事

月
　　　　児　　童　　行　　事



29 ライオンズクラブ企業訪問 22 統括会

31 ハロウィンパーティー花花さん来園 24 幹部会

就学前健康診断 24 理事会

誕生日会 各ルーム随時 25 職員会

公文式学習 小：月～木　中：月～土 27 里親用紙縁組推進フォーラム

身体測定 いちごルーム 30 財務管理研修

いきいき勉強 金曜日、小学校より３名来園 随時 職員健康診断

集い 各ルーム毎に随時実施

塾　毎週月・木

12 4 拳心館との交流会 2 社会福祉法人制度改革研修

6 小学校マラソン大会 3 清水ヶ丘児童心理セミナー

11 児童会 5 きらきらステップアップ会

13 秋季バレーボール大会 5 湘南学園施設見学

17 山陽特殊製鋼労働組合との交流会 模擬店他 7 定款変更手続き説明会

17 花花カット ボランティア 8 職員部会

18 避難訓練 11 正月短期里子打ち合わせ

23 園内クリスマス会 15 なごみ会

24 保育園クリスマス会 16 職員会

26 公文表彰 16 協議員会

26 児童会 16 県児童課、センター、施設連絡協議会

27 大掃除 20 給食委員会

28 ホームステイ事業 西播磨各町 27 福祉会合同連絡会

28 帰省

３・18 ＳＳＴ
誕生日会 各ルーム随時

冬服購入 ひまわり、白樺

行　　事　　名 備　　考 行　　事　　名

1 1 初詣 安志稲荷神社 4 合同連絡会

3 残園児外出 12 統括会

4 帰省より帰園 12 きらきらステップアップ会

4 正月短期里子解除式 西播磨各町 16 なごみ会

4 園長先生の話 20 協議員会

7 食育（七草粥の話） 23 公文見学

14 とんど 地域行事参加 24 幹部会

17 震災の話 25 職員会

20 児童会 27 給食委員会

21 花花カット ボランティア 30 節分寿司材料寄贈式

21 ＳＳＴ１～３

25 公文表彰

28 避難訓練

28 保育園マラソン大会

29 カルタ大会

公文式学習 小：月～木　中：月～土

身体測定 いちごルーム

いきいき勉強 金曜日、小学校より３名来園

集い 各ルーム毎に随時実施

塾　毎週月・木

誕生日会 各ルーム随時

　　　　　職　　員　　行　　事
月

　　　　児　　童　　行　　事



3 節分の集い 6 中学校入学説明会

4 ドッジボール大会 7 きらきらステップアップ会

10 私立高校入試 14 給食委員会

15 なごみ会

15 協議員会

行　　事　　名 備　　考 行　　事　　名

2 14 バレンタインチョコ作り 18 養成校との懇談会

17 姫路ソロプチミスト激励会 18 統括会

18 花花カット ボランティア 19 教職員組合からの寄贈

18 ボーリング大会 21 理事会

21 避難訓練 24 幹部会

22 市川高校卒業式 24 リスクマネジメント研修

25 公文表彰 全体 27 職員会

25 保育園生活発表会 19 教職員組合寄贈式

25 小学校低学年ＳＳＴ １２～１４ 職場研修担当者研修

26 児童会 22 女子棟立ち入り検査

27 夢前高校卒業式

誕生日会 各ルーム随時

公文式学習 小：月～木　中：月～土

身体測定 いちごルーム

いきいき勉強 金曜日、小学校より３名来園

集い 各ルーム毎に随時実施

3 3 いきいき勉強閉会 金曜日、小学校より３名来園 1 女子棟改築記念パーティー

3 ポップサーカス招待 姫路駅南 2 里親支援定例会議

6 中学校入学説明会 3 タブレット寄贈

8 しらさぎ特別支援学校卒業 8 きらきらステップアップ会

10 中学校卒業式 11 就職自立支援事業

11 おもちゃ王国招待 東条湖おもちゃ王国 15 なごみ会

11 マモリンピック 15 協議員会

12 公立高校入試 16 職員会

12 メモリアル会 16 職員送別会

18 花花カット ボランティア 17 給食委員会

18 ボーリング大会 24 幹部会

20 卒園式 25 福祉会合同連絡会

20 園長先生のお話　担当発表 25 福祉会理事会

21 公文表彰 26 姫路東お披露目会

23 小学校卒業式 ７・1３ 統括会

24 児童会

25 保育園卒園式

25 避難訓練

31 ストローアート交流会

２５・２６ ＣＡＰ

随時 ルーム移動

誕生日会 各ルーム随時

公文式学習 小：月～木　中：月～土

身体測定 いちごルーム

集い 各ルーム毎に随時実施

塾　毎週月・木

月
　　　　児　　童　　行　　事 　　　　　職　　員　　行　　事



施　　設　　整　　備　　等

備　　考 内　　　　容

協議会事務局

協議会事務局

協議会事務局

ＡＮＡクラウンプラザホテル神戸

姫路市防災センター

施　　設　　整　　備　　等

備　　考 内　　　　容

協議会事務局

園内研修

京都

　　　　　職　　員　　行　　事
日

　　　　　職　　員　　行　　事
日



宍粟市社協

協議会事務局

三宮コンベンションセンター

神戸スカイアドベンチャー

県市民センター

兵庫大学

姫路市防災センター

施　　設　　整　　備　　等

備　　考 内　　　　容

明石市立産業交流センター

一宮保健福祉センター

福崎町生活科学センター

県民会館

ホテル日航

姫路市役所

協議会事務局

日
　　　　　職　　員　　行　　事



協議会事務局

公文教育会館

小倉

施　　設　　整　　備　　等

備　　考 内　　　　容

協議会事務局

姫路市役所

播磨同仁学院

県社会福祉研修所

県福祉センター

姫路駅

アワーズホール

社会福祉センター

協議会事務局

たつの庁舎

三木市文化会館

もちの木園

加古川市体育館

神戸新聞社姫路支社ビル

兵庫県社会福祉協議会

中央子ども家庭センター

施　　設　　整　　備　　等

備　　考 内　　　　容

アワーズホール

青山

協議会事務局

広畑学園

東京

姫路大学

尼崎学園

日

日
　　　　　職　　員　　行　　事

　　　　　職　　員　　行　　事



神戸芸術センター

のじぎく会館

清水が丘学園

姫路市役所

県福祉センター

たつの庁舎

協議会事務局

ひょうご女性交流館

施　　設　　整　　備　　等

備　　考 内　　　　容

県福祉センター

ひとり親家庭センター

　　　　　職　　員　　行　　事
日



協議会事務局

施　　設　　整　　備　　等

備　　考 内　　　　容

六甲荘

ラッセホール

県社会福祉センター

中央福祉学院

姫路子ども家庭センター

広畑学園

ラッセホール

協議会事務局

　　　　　職　　員　　行　　事
日


