
平成２４年度　愛媛県保育協議会事業報告	

	１　総　　括	
　　　	本会は、子どもの最善の利益につながることを目的として、全国保育協議会・全国保育士会及び四
国ブロック保育組織等と連携し、児童福祉を取り巻く諸情勢への対応を図るとともに、保護者及び各
関係機関・団体等の保育に対する理解を深め、幅広い協力を得られることを目指しながら、保育所の
効率的運営の支援、保育者の資質向上、地域に開かれた保育活動の展開を基本とした各種事業を実施
した。また、愛媛県社協と連携し、東日本大震災における支援活動を実施した。	

２　会議等の開催	
（１）　代議員会（年１回）	

（２）　理事会（年４回）	

（３）　正副会長会（年５回）	

日時・場所 議　題 決定事項等

4/27(金)	
13:00～	
県総合社会	
福祉会館

１　平成23年度事業報告について	

２　平成23年度収支決算(案)につい
て	

３　平成24年度事業計画（案）につ
いて	

４　平成24年度収支予算（案）につ
いて	

５　役職交替に伴う理事の承認につ
いて	

６　監事の選任について

○　議長に松山市　立花保育園　大原淑子氏を選出。	
○ １及び２について、監査報告後、原案どおり可決
承認。	

○　３について、原案どおり可決承認。	

○ ４について、原案どおり可決承認。	

○　５について、原案どおり可決承認。	
　　(新任理事の承認)	
○ ６について、原案どおり可決承認。

日時・場所 議　題 決定事項等

4/27(金)	
14:40～	
県総合社会	
福祉会館

１　愛媛県保育事業研修大会につい
て	
２　各支部への依頼事項について	
３　その他	

○　１について　事務局が説明し、日程等を確認し
た。　	

○　２について、事務局が説明し、会費請求等を確
認	
した。	

7/20(金)	
13:30～	
県総合社会	
福祉会館

１　愛媛県保育事業研修大会につい
て	
２　同大会における表彰について　	
３　その他　	 	

○ １について、事務局が説明し、役割分担等につい
て	
承認を得た。	

○ ２について、事務局が説明し、被表彰者について
承	

　	認を得た。	
○ 研修大会会場下見（ひめぎんホール真珠の間）

11/22(木)	
13:00～	
県総合社会	
福祉会館

１　平成25年度事業計画概要につい
て	
２　四国ブロック保育研究大会につ
いて	
３　平成25年度役員体制等について	
４　その他

○　１について、事務局が説明し、来年度の計画概
要に	
　	ついて、了承を得た。	
○　２について、事務局が説明し、日程等について
了承	
　	を得た。	
○　３について、事務局が説明し、各支部への依頼
事項	
　	等について、確認した。

3/15(金)	
13:00～	
県総合社会	
福祉会館	

１　平成25年度事業計画（案）につ
いて	
２　平成25年度収支予算（案）につ
いて	
３　平成25年度役員改選について	
４　その他	

○　１について、事務局が説明し、代議員会への議
案提出について、了承を得た。	
○　２について、事務局が説明し、代議員会への議
案提出について、了承を得た。	
○　３について、事務局が説明し、各支部の依頼事
項等	
　について、確認した。

日時・場所 議　題 決定事項等



（４）　監事会（年１回）	

（５）　部　会	
①　総務広報部会（年5回）	

4/13(金)	
14:40～	
県総合社会	
福祉会館

１　平成23年度事業報告について	
２　平成23年度収支決算（案）につ
いて	
３　代議員会の運営について	
４　その他

○　１及び２について、事務局が説明し、代議員会
に諮	
ることを確認した。	
○　３について、事務局が説明し、代議員会の議
長・議事録署名人等を決定した。

7/20(金)	
10:30～	
県総合社会	
福祉会館

１　愛媛県保育事業研修大会につい
て	
２　同大会における表彰について	
３　その他	

○　１及び２について、事務局が説明し、理事会に
諮ることを確認した。	

11/22(木)	
10:00～	
県総合社会	
福祉会館

１　平成25年度事業計画概要につい
て	
２　四国ブロック保育研究大会につ
いて	
３　平成25年度役員体制等について	
４　その他

○　１及び２並びに３について、事務局が説明し、
理事会に諮ることを確認した。	

12/19(水)	
13:30～	
県総合社会	
福祉会館

１　平成25年度役員改選等について	
２　その他

○　１について、事務局が説明し、役員定数等の確
認を	
　し、次年度以降に検討することを確認した。	

3/15(金)	
10：00～	
県総合社会	
福祉会館

１　平成25年度事業計画（案）につ
いて	
２　平成25年度収支予算（案）につ
いて	
３　平成25年度役員改選について	
４　その他

○　１及び２について、事務局が説明し、理事会に
諮ることを確認した。	
○　３について、事務局が説明し、役員改選等にか
かる	
　各支部への依頼事項等について確認した。

日時・場所 議　題 決定事項等

4/13(金)	
13:00～	
県総合社会	
福祉会館

１　平成23年度実施事業について	
２　平成23年度収支決算について	

○　１及び２について、事務局の説明後、監事が決算
に	
　かかる帳簿等を閲覧し、妥当性について確認した。	

日時・場所 議　題 決定事項等

4/27(金)	
16:00～	
県総合社会	
福祉会館

１　えひめの保育の年間発行スケジ
ュールについて	
２　えひめの保育」29号の作成につ
いて

○　１について、年２回の発行予定とし、発行時期	
（７月・２月）を確認した。	
○　２について、掲載内容を協議し、各担当理事へ	
原稿を依頼した。

6/26(火)	
13:00～	
県総合社会	
福祉会館

１　えひめの保育第29号の作成につ
いて	

２　その他	

○　１について、掲載内容を校正し、各担当理事の	
原稿の最終確認をした。

11/22(木)	
16：00～	
県総合社会	
福祉会館

１　えひめの保育第30号の作成につ
いて	

２　その他	

○ １について、掲載内容を協議し、各担当理事へ	
　原稿を依頼した。

1/15(火)	
13:30～	
県総合社会	
福祉会館

１　えひめの保育第30号の作成につ
いて	

２　その他	

○ １について、掲載内容を校正し、各担当理事の	
原稿の最終確認をした。



②　調査研究部会（年４回）	

③　研修部会（年７回）	

3/15(金)	
15:00～	
県総合社会	
福祉会館

平成２４年度のえひめの保育につい
て

○ ２４年度のえひめの保育にかかる反省等をした。

日時・場所 議　題 決定事項等

4/27(金)	
16:00～	
県総合社会	
福祉会館

１　保育所実態調査について	
２　その他

○　報告書完成を平成25年1月とし、それから逆算
して予定を立てた。	
○　各支部の保育所実態調査を行い、次回理事会で
各支部の状況報告ができるように依頼した。

7/20(金)	
14:45～	
県総合社会	
福祉会館

１　保育所実態調査について	
２　その他

○　調査結果報告を基に、報告書の内容を検討し
た。	

11/22(木)	
14:00～	
県総合社会	
福祉会館

１　保育所実態調査について	
２　その他

○ 調査結果データ等報告書様式の検討をした。	

3/15(金)	
15:00～	
県総合社会	
福祉会館

平成２４年度の調査報告書について ○ ２４年度の保育所実態調査にかかる反省等をし
た。

日時・場所 議　題 決定事項等

4/27(金)	
16:00～	
県総合社会	
福祉会館

１　各研修会講師選定について	
２　研修会役割分担について	
３　その他

○　研修部会担当の各研修会講師を選定した。	
○　各研修会の役割分担を決定した。	

6/28(木)	
16:30～	
県総合社会	
福祉会館

障害児保育研修会について ○　障害児保育研修会について、役割分担及び運営
の確認	

　を行った。	
　

7/26(木)	
16:30～	
ひめぎん	
ホール

愛媛県保育事業研修大会について	 ○ 保育大会について、役割分担及び運営の確認を
行った。	

8/18(土)	
16:00～	
ひめぎん	
ホール

０・１歳児保育研修会について ○　０・１歳児保育研修会について、役割分担及び
運営の	
確認を行った。

9/20(木)	
16:30～	
県総合社会	
福祉会館

主任保育士研修会について ○　主任保育士研修会について、役割分担及び運営
の確認	
　を行った。

11/8(木)	
16:30～	
ひめぎん	
ホール

保育所長研修会について	 ○ 保育所長研修会について、役割分担及び運営の
確認を	

　行った。	

1/24(木)	
13:00～	
県総合社会	
福祉会館　

平成２４年度研修部会担当研修会に
ついて	

○　２４年度の研修部会担当研修会の反省を行っ
た。



④　実践研究部会（年４回）	

３　保育環境条件整備活動	
(1) 予算対策運動	
「保育制度の充実のための活動並びに保育所問題対応協力金活動」への協力	
　金　　額　１,００４,４００円	

４	研修活動	
（１）県委託事業	
① 愛媛県初級保育士研修会	

②愛媛県子育て支援専門研修会	

日時・場所 議　題 決定事項等

4/27(金)	
16:00～	
県総合社会	
福祉会館

１　各研修会講師選定について	
２　研修会役割分担について	
３　全国研究テーマ研究会について

○ 各研修会の講師の選定について、協議を行っ
た。	

○ 各研修会の役割分担の確認をした。	
○ 全国研究テーマの研究会について、日程等を確
認した。	

〇　初級保育士研修会について、役割分担及び運営
の確認	
　を行った。

7/20(金)	
15:00～	
県総合社会	
福祉会館

１　四国B保育研究大会テーマ発表
等に	
　ついて	
２　保育士研修会について

○　四国B保育研究大会発表者に発表をしていただ
き、	 その発表に基づき、研究・協議を実施し
た。	
〇　保育士研修会について、役割分担及び運営の確
認を	
　行った。　　

11/22(木)	
14:40～	
県総合社会	
福祉会館

給食担当者研修会について ○　給食担当者研修会について、役割分担及び運営
の確認	
　を行った。

3/15(金)	
16:30～	
ひめぎんホー
ル　　　　

平成２４年度実践研究部会担当研修
会に	
ついて

○　２４年度の実践研究部会担当研修会の反省を行
った。

１　実施期間 平成２４年６月７日（木）～８日（金）

２　実施場所 松山市「愛媛県総合社会福祉会館」

３　事業内容 〇　参加対象　保育士経験３年未満の愛媛県内の保育士資格を有する者	
〇　研修内容	
講義、実技	

（演題及び講師等）	
講義Ⅰ　演題　「保育士としての喜びと責任」	
講師　　集いの広場代表(元小松東保育所所長)　越智　ミドリ　氏	
マナー実技　演題　「社会人としてのマナー」	
講師　　能力開発システム研究所　曽我部　礼子　氏	
講義Ⅱ　演題　「こどもとのよりよいコミュニケーションを築くためにインリアルアプロー

チの	
基本を学ぶ」	

講師　　四国医療サービス㈱障害福祉サービス事業　アドバイザー　近藤　順子　氏	
実技　演題　「パネルシアターで歌って遊ぼう！保育の中で使える簡単手づくり教材いろ
いろ」	
講師　　たんぽぽ文化企画　永崎　みさと　氏

４　事業結果	
（効果）

初級保育士が、社会人として、保育者としてどうあるべきかを、その役割と責務について
理解を深めることができた。

５　参加人員 １８７名

１　実施期間 平成２４年６月２８日（木）～２９日（金）



③愛媛県障害児保育研修会	

④愛媛県０・１歳児保育研修会	

２　実施場所 松山市「愛媛県総合社会福祉会館」

３　事業内容 〇　参加対象　子育て支援事業に携わる愛媛県内在住保育士	
〇　研修内容	
講義・パネル討議・グループ討議	

（演題及び講師等）	
講義Ⅰ「親支援・地域支援とは」	
講師　高松短期大学　講師　山本　幾代　氏	
パネル・グループ討議「地域支援と保護者支援の充実と保育所の役割」	
助言者　　高松短期大学　講師　　山本　幾代　氏	
パネラー（新居浜市）若宮保育園　近藤　篤子　	

（松	山	市）余土保育園　谷村すずえ　	
（南宇和郡）緑保育所　　大本　敦子　	

講義Ⅱ「地域のセーフティネットとしての保育所の役割」	
講師　文教大学人間科学部教授　　櫻井　慶一　氏	
講義Ⅲ「豊かなことば、あたたかい心を今につなぐ」―	わらべうた	―	
講師　大阪ＹＷＣＡ専門学校　子どもと子どもの本　講師　山本　淳子　氏

４　事業結果	
（効果）

地域における子育て支援者の活動及び保育所の役割等について理解を深め、保育士の地域に
おける子育て支援活動の推進に努めた。

５　参加人員 　２３７名

１　実施期間 平成２４年７月２６日（木）～２７日（金）

２　実施場所 松山市「ひめぎんホール」

３　事業内容 〇　参加対象　障害児保育に携わる保育所等の保育士	
〇　研修内容	
講義・パネル討議・グループ討議	

（演題及び講師等）	
講義Ⅰ「特性を生かし合う保育」	
講師　愛媛大学教育学部准教授　吉松　靖文　氏	
パネル・グループ討議「支援を要する子のかかわりと環境」	
助言者　　愛媛大学教育学部准教授　　　吉松　靖文　氏	
パネラー（上島町）　　　弓削保育所　　濱本　誠子　	

（八幡浜市）　　千丈保育所　　吉川　芳恵　	
講義Ⅱ「配慮の必要な子どもへの具体的な取り組みについて」	
講師　NPO法人えじそんくらぶ代表　　　	高山　恵子　氏	
講義Ⅲ「支援を要する子どものかかわり方と環境づくりについて　–	乳幼児体験の大切さ	
-」	
講師　愛知学泉短期大学教授　　　　　　角田　春高　氏	

４　事業結果	
（効果）

子ども又は保護者同士のつながりを深め、保護者の精神的負担の軽減を目的に、保育者とし
ての資質向上に努めた。

５　参加人員 　２４４名

１　実施期間 平成２４年９月２０日(木)～９月２１日(金)

２　実施場所 松山市「愛媛県総合社会福祉会館」



⑤愛媛県保育士研修会	

⑥愛媛県主任保育士研修会	

３　事業内容 〇　参加対象　保育所に従事する保育士及び看護師	
〇　研修内容	
講義・パネル討議・グループ討議	

（演題及び講師等）	
講義Ⅰ「乳児保育の意義」	
講師　元松山東雲短期大学教授　　　　		　　吉村　真理子　氏	
パネル討議「０・１歳児の子どもの発達と環境」	
助言者　元松山東雲短期大学教授　　　　　　吉村　真理子　氏	
パネラー（四国中央市）みしま乳児保育園　			加地　由香	

(松山市）　　愛隣保育園　　　　			河本　結香	
（北宇和郡）　松丸保育園　　　					二宮　良子	

講義Ⅱ「０・１歳児の発達と保育	―	保育所が子どもの福祉を増進する上で最もふさわし
い	

生活の場となるために	―」	
講師　大妻女子大学家政学部児童学科教授　阿部　和子　氏	
講義Ⅲ「手作りおもちゃ」	
講師　(福)いちにわたけのこ会　ゆめっこ保育園　春山　明美　氏

４　事業結果	
（効果）

乳児期の発達について理解を深めるとともに、乳児と保育士との望ましいかかわりについて
学び合い、様々な課題に対応できるよう保育者としての資質向上を図った。

５　参加人員 　２８１名

１　実施期間 平成２４年１０月２５日(木)～１０月２６日(金)

２　実施場所 松山市「ひめぎんホール」

３　事業内容 〇　参加対象　愛媛県内の保育士資格を有する者	
〇　研修内容	
講義・パネル討議・グループ討議	

（演題及び講師等）	
実　技「楽しく取り組む体育遊び」～体育用具の安全な指導ポイント～	
講師　（有）愛媛パールズ体操スクール代表　和田　	敏　氏	
講義Ⅰ「心にしみこむ母国語の美しさと楽しさ」	
講師　「おはなしかご」魔法使いの学校　　　大竹　	礼子　氏	
パネル・グループ討議「保育の内容を深める	～子どもの発達と環境～」	
助言者　前立教女学院短期大学教授　　　　　今井　和子　氏	
パネラー（西条市）　中川さくら保育園　　　越智　妙子	

（伊予市）　うえの保育所　　　　　入江　愛美	
（西予市）　土居保育所　　　　　　上杉　　勝	

講義Ⅱ「保育を変える記録の書き方・評価の仕方」	
講師　前立教女学院短期大学教授　　　　　　今井　和子　氏

４　事業結果	
（効果）

子どもの発達と環境・記録や評価について理解を深めるとともに、成長に必要な楽しい遊び
を通じ、	
子どもの心情に寄り添い、共感する力を高めた。

５　参加人員 　２５８名

１　実施期間 平成２４年１１月８日(木)～１１月９日(金)

２　実施場所 松山市「ひめぎんホール」

３　事業内容 〇　参加対象　愛媛県内の主任保育士及び中堅保育士等	
〇　研修内容	
講義・パネル討議・グループ討議	

（演題及び講師等）	
講義Ⅰ「人間讃歌の保育をめざして」	
講師　　愛媛大学名誉教授　　山本　万喜雄　氏	
パネル討議「保育の質の向上をめざして」	
助言者　愛媛大学名誉教授　　山本　万喜雄　氏	
パネラー（今治市）　今治北乳児保育所　　菅　		浩　江	

（松山市）　ひよこ保育園　　　持　主		眞　弓	
講義Ⅱ「危機管理保護者対応トレーニング	 ―	 心の準備のあるところに幸運が舞い込む	
―」	
講師　一般財団法人日本保育者支援協会理事長　新保　庄三　氏	
講義Ⅲ「遊びの教育的意義」	
講師　愛媛大学教育学部教授　青井　倫子　氏



⑦愛媛県保育所給食担当者研修会	

（２）自主事業　	
	①	第５７回愛媛県保育事業研修大会	

②第５２回愛媛県保育所長研修会	

４　事業結果	
（効果）

保育所及び地域における保育のリーダーとしての主任保育士のより高度な専門性と指導性を
図り、	
保育内容及び地域における子育て支援の充実を図った。

５　参加人員 　２６６名

１　実施期間 平成２４年１１月２９日(木)

２　実施場所 松山市「ひめぎんホール」

３　事業内容 〇　参加対象　愛媛県内の給食担当職員及び保育所所長	
〇　研修内容		講義・パネル討議・グループ討議	
（演題及び講師等）	
講義Ⅰ「食育推進のための連携」	
講師　　白鴎大学教育学部教授　　高橋　美保　氏	
パネル・グループ討議「保育所全体で取り組む食育」	
助言者　白鴎大学教育学部教授　　高橋　美保　氏	
パネラー（西条市）	神拝保育園　村上彩子　(久万高原町)　久万保育園		宇都宮千恵子	

（大洲市）肱北保育所　白木睦美	
　講義Ⅱ「保育所におけるアレルギーの対応～食の安全について」	
講師　　八幡浜市社会福祉課係長　野本　葉子　氏

４　事業結果	
（効果）

保育内容の一環としての食育のあり方やその環境づくりについて、保育所の給食担当者及び
所長等が連携し、共通理解を持ちながら学習し、情報交換の場として活用し、これからの保
育所給食の一層の向上や家庭への食生活支援の充実に努めた。

５　参加人員 　２７０名

１　実施期間 平成２４年８月１８日（土）

２　実施場所 松山市「ひめぎんホール」

３　事業内容 〇　参加対象　会員保育所職員、保育行政担当者等	
〇　研修内容	 （主　　題）すべての人が子どもと子育てにかかわりを持つ社会の実現を目
指して	

（研修方法）主題をもとに、式典・講演を行った。	
（演題及び講師等）	

式典　(1)児童憲章朗読	
(2)花のおさなご斉唱	
(3)保育関係物故者への黙祷	
(4)主催者挨拶　愛媛県保育協議会会長　伊東　道子	
(5)愛媛県保育協議会会長表彰	
① 被表彰者紹介　	
氏名　山内菜穂子(土居保育園)・合田明子(ルンビニ乳幼児保育園)・	

									丹　映子(めぐみ保育園)・長野奈恵美(伯方保育所)・	
　　　　	片岡美千穂(上島町弓削総合支所)・谷村すずえ(余土保育園)	
　　　　	高橋美和(緑ケ浜保育園)・玉乃井京子(南吉井保育所)	
　　　　	中田初美(大久保育所)・尾﨑弥生(はまゆう乳幼児保育所)	
② 表彰状等授与	
③ 被表彰代表者謝辞	

(6)来賓祝辞　　愛媛県知事　　中村　時広　　松山市長　　　野志　克仁	
行政説明		愛媛県保健福祉部　生きがい推進局　子育て支援課	
震災関係活動報告「被災地からの報告～東日本大震災の教訓～」	
講師　恩賜財団日本子ども家庭総合研究所　東日本大震災中央子ども支援センターコーデ
ィネーター	
		　　佐竹　悦子　氏（宮城県名取市　元閖上保育所所長）	
講演「いちばんじゃなくて、いいんだね～生まれてきてくれて、ありがとう～」	
講師　元マラソンランナー　　松野　明美　氏

４　事業結果	
（効果）

保育を巡る情勢変化に対応できるよう、保育者の育成及び保育の資質向上への取組み等につ
いて研究	
協議を行い、子どもの最善の利益となる保育の提供を充実させることに努めた。

５　参加人員 　４２５名

１　実施期間 平成２５年１月２４日(木)

２　実施場所 松山市「愛媛県総合社会福祉会館」



５　調査研究活動	
　（１）　調査研究部会が実施の防災にかかる保育所実態調査及び報告書の作成	
（２）　全国保育協議会、全国保育士会等が実施する調査への回答協力	

６　広報活動	
（１）　機関紙「えひめの保育」第２９号の発行（７月）	
（２）　機関紙「えひめの保育」第３０号の発行（２月）	
（３）　ホームページの運営	

７　保育研究奨励事業	
　（１）　全国共通研究テーマ研究会（年１回）	

（２）　放送教育研究事業への協力	
　　　　愛媛県幼稚園・保育所放送教育研究協議会理事会等への出席	

８　関係機関・団体等との連携	
【委員等】	

３　事業内容 〇　参加対象　愛媛県内の保育所（園）長及び行政担当職員	
〇　研修内容	
講義	

（演題及び講師等）	
講義Ⅰ「福祉としての保育所の役割」	
講師　　財団法人児童健全育成推進財団　理事長　鈴木　一光　氏	
講義Ⅱ「子ども・子育て関連３法の基本的理解～保育所にとっての今後の課題～」	
講師　　㈱保育システム研究所　代表取締役　吉田　正幸　氏

４　事業結果	
（効果）

保育所における子育て支援の役割と機能について理解・検証するとともに、保育所長として
求められる	
より高度な専門性と理念を養い、保育及び保育所職員の資質向上や職員の協働性を高めるた
めの環境づ	
くりにかかる知識の習得に努めた。

５　参加人員 ２４７名

日時・場所 議　題 決定事項等

5/28(月)	
13:30～	
県総合社会	
福祉会館

１　第56回全国保育研究大会第２・	
第３分科会テーマ発表	
２　意見交換	

○　１について、第２分科会については、松山市小百合
保育園園長　楠	 美香氏、第３分科会については、東
温市子育て支援センター主任保育士	 八木幸美氏から
意見発表をいただき、その内容について研究・協議し
た。

日程等 協議事項等 決定事項等

5 / 2 4 ( 木 ) ・
7 / 5 （ 木 ） ・
3/4(月)	
理事会

事業計画・予算及び事業報告・
決算等

○　１について、原案どおり可決、承認した。

8/27(月)	
研修会打合せ会

研究協議会研修会について	 ○ 研究協議会研修会の打合せを実施した。　

10/19(金)	
研究協議会研修会

研究協議会研修会	 ○ 三葉幼稚園で研究協議会の研修会を開催。

11/2(金)	
四国大会

第４７回放送教育研究会四国大
会	

○ 高知県において、放送教育研究会四国大会を開
催。

委　員　等　名 連携機関・団体名



【会議等】	

【後援】	

９　四国ブロック保育協議会及び保育士会	
（１）　四国ブロック研修関係	

（２）　四国ブロック会議関係	

10　全国保育協議会に関すること	
（１）　全国保育協議会研修関係等	

愛媛県社会福祉審議会児童福祉専門分科会里親専門部会委
員	
交通安全県民総ぐるみ運動愛媛県本部構成団体	
シニアと子育て家庭「愛顔」の橋渡し県民運動推進会議構
成員	
子育て支援えひめ緊急サポートネットワーク会議委員	
愛媛県学校・家庭・地域連絡協議会委員	
えひめこどもの城・えひめエコハウス運営委員	
愛媛県人権教育協議会委員	
愛媛県社会福祉協議会評議員会評議員	
愛媛県社会福祉協議会総合企画委員会委員	
愛媛県社会福祉施設経営者協議会理事	
愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済制度運営委員
会委員	
災害ボランティアネットワーク会議構成団体	
愛媛県動物園協会理事	
愛媛県発達障害者支援センター連絡協議会委員

愛媛県	
愛媛県	
愛媛県	
愛媛県	
愛媛県教育委員会	
えひめこどもの城・えひめエコハウス	
愛媛県人権教育協議会	
愛媛県社会福祉協議会	
愛媛県社会福祉協議会	
愛媛県社会福祉協議会	
愛媛県社会福祉協議会	
愛媛県社会福祉協議会	
愛媛県動物園協会	
愛媛県発達障害者支援センター

会　議　等　名

愛媛県人権教育協議会定期総会(5/8(火))・災害ボランティアネットワーク会議(6/6(水))・交通安全県民大会
(6/13(水))・	
児童虐待事例評価会議(6/22(金))・愛媛県戦没者追悼式(8/15(水))・愛媛県社会福祉大会(10/16(火))・年賀
交歓会(1/4(金))・	
交通安全県民総ぐるみ運動推進会議(2/22(金))・「3.11愛媛から東北へ	 ～東日本大震災、あの日を忘れない
～」(3/11(月))

内　　容 後援依頼機関・団体名

ディズニー・ライブ！ミッキーのミュージックパーティー！！２０１
２年	愛媛公演	
ワンピースグランドアリーナin愛媛	
ウルトラマンアートスタジオ	
NARUTO	―	ナルト	―	疾風伝	ナリキリ・プレイ・スタジアム	きみも
ナルトだ！！	
第７回愛媛こどもの食物アレルギー公開シンポジウム	
トミカ博in	EHIME	
第９２回愛媛教育研究大会(幼稚園・小学校の部)

南海放送	
テレビ愛媛	
テレビ愛媛	
あいテレビ	
愛媛県医師会	
南海放送	
愛媛大学教育学部附属幼稚園	
愛媛大学教育学部附属小学校

研修会等名 期　日 場　所

四国ブロック保育組織次世代リーダー研
修会

			10/29(月) 高知市「高知会館」

四国ブロック保育士会リーダーセミナー 2/1(金) アルファあなぶきホール「香川県民ホール」

会　議　等　名 期　日 場　所

四国ブロック保育組織正副会長会（第1回）	
四国ブロック保育士会正副会長会（第1回）	
四国ブロック保育組織正副会長会（第2回）	
四国ブロック保育士会正副会長会（第2回）	
四国ブロック保育組織正副会長会(臨時開催)(第3
回）

7/11(水)	
7/11(水)	
10/29(月)	
2/1(金)	
2/1(金)

高知市	
　　高知市	
　　高知市	
　　高松市	
　　高松市

研修会等名 期　日 場　所

保育所長専門講座Ⅰ・
Ⅱ・Ⅲ

7/8(日)～7/10(火)・9/18(火)～9/19(水)・
1/28(月)～1/30(水) 東京都内

保育21世紀セミナー2012 7/30(月)～7/31(火) 新横浜プリンスホテル



（２）　全国保育協議会会議関係等	

 

11	全国保育士会に関すること	
（１）　全国保育士会研修関係等	

（２）　全国保育士会会議関係等	

12	その他	
1. 東日本大震災被災地支援活動　　　　			

公立保育所トップセミナ
ー

8/31(金)～9/1(土) 全社協　灘尾ホール

第56回全国保育研究
大会

11/14(水)～11/16(金) 沖縄県那覇市・宜野湾市

保育所長集中講座 2/25(月)～2/27(水) パンパシフィック横浜		ベイホ
テル東急

　　　　　　　　会議等名 　　　期　日 場　所

全国保育協議会第1回協議員総会	
全国保育協議会第2回協議員総会	
全保協・公立保育所懇談会（第1回）	
全保協・公立保育所懇談会（第2回）	
全国保育協議会　第1回研修部会	
全国保育協議会　第2回研修部会	
全国保育協議会　第3回研修部会	
全国保育協議会　第4回研修部会	
全国保育組織正副会長等会議	
全国保育協議会　第1回総務部会	
全国保育協議会　第2回総務部会	
全国保育協議会　第3回総務部会	
全国保育協議会　第4回総務部会	
都道府県・指定都市保協事務局会議

5/16(水)	
3/13(水)	
5/16(水)	
3/13(水)	
6/21(木)	
10/15(月)	
2/4(月)	
3/21(木)	

12/13(木)～12/14(金)	
4/19(木)	
8/6(月)	
10/1(月)	
2/14(木)	
3/13(水)

全社協	
　　　	全社協	
　　　	全社協	
　　　	全社協	
　　　	全社協	
　　　	全社協	
							全社協	
　　　	全社協	
							全社協　　	　	

全社協	
							全社協	
							全社協	
							全社協	
　　	　全社協

研修会等名 期　日 場　　所

第8回保育スーパーバイザー養成研修会 8/27(月)～8/29(水) 全社協

第46回全国保育士会研究大会 10/18(木)～10/19(金) とりぎん文化会館(鳥取市)

第39回全国保育士研修会 2/18(月)～2/19(火) パシフィコ横浜

会　議　等　名 期　日 場　	所

全国保育士会第1回委員総会	
全国保育士会第２回委員総会	
都道府県・指定都市保育士会正副会長セミナ
ー	
全国保育士会食育推進委員会運営委員会	
全国保育士会食育推進研修会	
全国保育士会　第１回　研修部会	
全国保育士会　第２回　研修部会	
全国保育士会　第３回　研修部会

5/15(火)	
3/12(火)	

3/11(月)～3/12(火)	
7/23(月)	

7/23(月)～7/24(火)	
6/19(火)	
9/20(木)	
2/18(月)

全社協	
全社協	
全社協	
全社協	
全社協	
全社協	
全社協	

パシフィコ横浜

　　　　　			活		動		内		容 				期		日 　　							　場　				所 　参加者

保育士ハート会の被災地保育所
支援

11/24(土)～
11/28(水)

宮城県石巻市・東松島市(小野保育
所ほか)

会長ほか1 5
名


