
平成 30 年度（第 11 期） 事業報告 

月 本部 研修事業部 小城事業 みやき町事業 吉野ヶ里町事業 

9

月 

・全国学童保育運営会議 

（1 日、2 日） 

・事業部会議（27 日） 

・久留米コンソーシアム定例会議

（4 回） 

・電算センター就活フェスタ参加

（28 日） 

・放課後児童支援員認定資格研修

（小城会場・１日、鳥栖会場・３

日、唐津会場・４日、武雄会場・

10 日、佐賀会場・11 日、鳥栖

会場・13 日、唐津会場・14 日、

小城会場・15 日、武雄会場・21

日、鳥栖会場・26 日、武雄会場・

27 日、佐賀会場・28 日） 

・ただいま荘学習会（5 日） 

認定資格指導者研修参加（大阪） 

嬉野市ＯＪＴ研修（18 日） 

・18 クラブ運営業務 

・職員給与支払い 

・労務管理 

・職員人事業務 

・コーディネート業務 

・チーフ会議 4 日(火) 

・サブチーフ会議 6 日(木)  

・リーダー会議 19 日(水)  

・夏休み残務整理 

(おやつ代収支・ボラ報告) 

・新任支援員研修会 14 日(金) 

・全体研修会 11 日(水) 

講師:佐賀県作業療法士会 

・リーダー研修 13 日    

・サブチーフ研修 5 日 

・就活フェスタ参加 28 日 

・消防立ち入り検査 12 日 

・ミヤコ会議  （10 日） 

・テーマカフェ （10 日） 

・ＮＰ定例会  （１2 日） 

・防災を考える （１３日） 

・ミヤコ会議  （ 26 日）  

・俳句に親しむ （ 28 日） 

・ミヤコ 秋号 発行 

・福祉課定例協議 

・ファミサポ提供会員養成講座 

・ミニお譲り会 

・消費生活相談会（毎週木曜日） 

・毛糸あみ会（隔週火曜日） 

・ノイエ開所（19 日間） 

10

月 

・全国学童保育連絡協議会総会

（19 日） 

・全国学童保育研究集会（20 日、

21 日） 

・総会（30 日） 

・久留米コンソーシアム定例会議

（4 回） 

・ただいま荘学習会（9 日） 

・放課後児童支援員認定資格研修

（佐賀会場・３日、唐津会場・4

日、武雄会場・10 日、唐津会場・

11 日、佐賀会場・12 日、小城

会場・13 日、小城会場・27 日） 

もっと話そう認定資格の会（佐賀

会場・23 日、武雄会場・24 日、

小城会場・30 日、唐津会場・31

日） 

・児童厚生員研修講師（長崎・

16 日） 

・放課後子どもプラン研修会 

（佐賀・25 日、武雄・26 日） 

・18 クラブ運営業務 

・職員給与支払い 

・労務管理 

・職員人事業務 

・コーディネート業務 

・管理部会議 5 日(金) 

・チーフ会議 10 日(水) 

・サブチーフ会議 11 日(木)  

・リーダー会議 16 日(水)  

・新年度にむけた業務見直会議 

 チーフ、サブチーフ(11 日) 

リーダー(23 日)パート(29 日) 

・第一回検討会議 31 日(水) 

・新任支援員研修会 17 日(水) 

・男性支援員研修会 9 日    

・サブ研修(フリーリー)5 日 

・消防立ち入り検査 2 日(牛津) 

・消防計画作成(牛津) 

・子ども支援センター相談会 

   岩松ブロック 19 日 

・防災を考える  (17 日) 

・ＮＰ定例会   (17 日) 

・俳句に親しむ  (19 日)  

・テーマカフェ  （22 日） 

・ミヤコ会議   （25 日） 

 

・福祉課定例協議 

・ファミサポ提供会員養成講座 

・防災教室（17 日） 

・消費生活相談会（毎週木曜日） 

・毛糸あみ会（隔週火曜日） 

・ノイエ開所（23 日間） 

・大人としゃべり場（三田川小） 



・多久市ＯＪＴ研修（31 日） 

11

月 

・事業部会議（29 日） 

・久留米コンソーシアム定例会議

（4 回） 

・片山恵子氏スキルアップ研修会

（6 日、7 日） 

・放課後児童支援員認定資格研修

（鳥栖会場・8 日） 

・もっと話そう認定資格の会 

 （鳥栖会場・16 日） 

・ただいま荘学習会（13 日） 

・放課後子どもプラン研修（鳥

栖・1 日、伊万里・14 日、佐賀

15 日） 

・多久市支援員等研修会（19 日） 

・嬉野市支援員等研修会（20 日） 

・嬉野市ＯＪＴ研修（20 日） 

・鹿児島市支援員研修講師（23

日） 

・地域で子育て支援講座（26 日） 

・18 クラブ運営業務 

・職員給与支払い 

・労務管理 

・職員人事業務 

・コーディネート業務 

・チーフ会議 2 日(金) 

・サブチーフ会議 8 日(月)  

・リーダー会議 9 日(水)) 

・第二回検討会議 14 日(水) 

・第三回検討会議 19 日(月)  

・サブ研修(フリーリー)5 日 

・佐賀子育支援員研修 17・18  

・保護者説明会 28 日 

・安全管理マニュアル作成 

・安全対策(防災グッズの設置) 

・職員募集・・・求人 

・ ・旬をたのしむ （1 日） 

・ＮＰ定例会  （7 日） 

・ミヤコ会議   （8 日） 

・俳句に親しむ  (9 日) 

・ＮＰ定例会  （12 日） 

・防災を考える （15 日） 

・ミヤコ会議   （15 日） 

・テーマカフェ  （19 日） 

・ＮＰ定例会   （26 日） 

・ミヤコ会議   （30 日） 

・福祉課定例協議 

・消費生活相談会（毎週木曜日） 

・毛糸あみ会（隔週火曜日） 

・ノイエ開所（22 日間） 

・視察受け入れ（嬉野市） 

・大人としゃべり場（東脊振小） 

12

月 

・全国連運営会議（1 日、2 日） 

・九州ブロック会議（8 日、9 日） 

・久留米コンソーシアム定例会議

（3 回） 

・ただいま荘学習会（４日） 

・NP プログラム：小城（５日、

１2 日、１9 日） 

・地域で子育て支援講座（佐賀・

14 日） 

・子育て支援員講座放課後児童ク

ラブコース講師（小城会場・15

日、16 日） 

・鹿島市支援員等研修（17 日） 

・小城高校ＰＴＡワールドカフェ

（21 日） 

・18 クラブ運営業務 

・職員給与支払い 

・労務管理 

・職員人事業務 

・コーディネート業務 

・チーフ会議 5 日(水) 

・サブチーフ会議 6 日(木) 

・リーダー会議 13 日(木) 

・希望研修 3 日 

講師:佐賀県作業療法士会  

・サブ研修(フリーリー)10 日 

・全体研修会 11 日 

 スチューデントサポート 

・男性支援員研修 14 日 

・訪問コンサル 

  晴田第一 17 日 

  三里   20 日 

・検討委員会説明会 7 日 

・ ・旬をたのしむ （3 日） 

・俳句に親しむ  (7 日) 

・ミ・三ヤコ会議   （10 日） 

・ ・テーマカフェ  （10 日） 

・防災を考える （13 日） 

・ ・ミヤコ会議  （18 日） 

・ＮＰ定例会   （19 日） 

・俳句に親しむ  (28 日) 

・ ・ミヤコ 冬号 発行 

 

・福祉課定例協議 

・消費生活相談会（毎週木曜日） 

・毛糸あみ会（隔週火曜日） 

・第 4 回お譲り会 

・ノイエ開所（20 日間） 

・大人としゃべり場（三田川中） 



・全体説明会 18 日 

・職員募集・・・求人 

・安全管理マニュアルの作成 

1 

月 

・久留米コンソーシアム定例会議

（4 回） 

・従事者説明会告知市町キャラバ

ン 

・児童クラブ従事者説明会 

（佐賀会場・19 日、小城会場・

19 日、武雄会場・24 日、白石

会場・25 日、小城会場・26 日、

佐賀会場・26 日）  

・ＮＰプログラム：小城（9 日、

16 日、23 日） 

・ただいま荘学習会（15 日） 

・嬉野市支援員研修会（２３日） 

・地域で子育て支援講座（小城・

22 日） 

・ゆめさが大学講師（15 日） 

・江北町ＯＪＴ研修（15 日） 

・嬉野市支援員等研修（17 日） 

・多久市支援員等研修会（29 日） 

・嬉野市ＯＪＴ研修（30 日） 

・熊本県支援員等研修講師（31

日） 

・18 クラブ運営業務 

・職員給与支払い 

・労務管理 

・職員人事業務 

・コーディネート業務 

・チーフ会議 9 日(水) 

・子供教室連携会議 16 日(水) 

・サブチーフ会議 11 日(火))  

・訪問コンサル 

  晴田第一 23 日 

  三里   31 日 

・支援員企画研修 

・次年度に向けた雇用・配置 

 指針テスト/テスト前研修 

・県主催従事希望者研修参加 

       19 日、26 日 

・職員募集・・・求人 

・安全管理マニュアルの作成 

 

・旬をたのしむ（ぜんざい会・七

草粥）（７日） 

・三ヤコ会議   （8 日） 

・ＮＰ定例会   （19 日） 

 

・ティアラ事業発表 アバンセ 

         （11 日） 

・防災を考える （17 日） 

・俳句に親しむ  ( 25 日) 

・視察 家庭教育リーダーの方々      

（29 日） 

・ ・テーマカフェ  （29 日） 

・三ヤコ会議   （31 日） 

・福祉課定例協議 

・消費生活相談会（毎週木曜日） 

・毛糸あみ会（隔週火曜日） 

・ノイエ開所（20 日間） 

2

月 

・全国学童保育運営委員会（2 日、

3 日） 

・事業部会議（13 日） 

・久留米コンソーシアム定例会議

（4 回） 

・ただいま荘学習会（5 日） 

・児童クラブ従事者説明会（上

峰・１日、唐津・5 日、鳥栖・7

日、嬉野・8 日） 

・江北町支援員等研修会（4 日） 

・ＮＰプログラム：小城（6 日、

13 日、27 日） 

・18 クラブ運営業務 

・職員給与支払い 

・労務管理 

・職員人事業務 

・コーディネート業務 

・チーフ会議 4 日(月) 

  ・MTG 12 日(火) 

・サブチーフ会議 15 日(金) 

・リーダー会議 19 日(火) 

・訪問コンサル 

・ ・フォローアップＮＰ 

・ （1 日・8 日・15 日・22 日） 

・ ・テーマカフェ  （4 日） 

・三ヤコ会議   （7 日） 

・ＮＰ定例会   （13 日） 

・防災を考える （14 日） 

・三ヤコ会議   （18 日） 

・福祉課定例協議 

・消費生活相談会（毎週木曜日） 

・毛糸あみ会（隔週火曜日） 

・ノイエ開所（20 日間） 



・嬉野市支援員等研修会（12 日） 

・嬉野市支援員等研修会（14 日） 

・江北町支援員等研修会（19 日） 

・地域で子育て支援講座（佐賀・

20 日） 

・鹿島市支援員等研修会（21 日） 

・嬉野市支援員採用試験（26 日） 

  晴田第一 21 日 

・支援員企画研修 

  遊び研修 7 日 

  事例検討研修 26 日 

・鏡山児童クラブ視察  

・次年度の配置業務 

・県主催従事者研修参加 

        5 日、8 日 

・次年度入級児童の調整 

・職員募集・・・求人 

・安全管理マニュアルの作成 

・俳句に親しむ  ( 22 日) 

・旬をたのしむ （25 日） 

・視察     （27 日） 

唐津子育て支援センター 

3

月 

・子育て講演会  柳 受良先生

（17 日） 

・久留米コンソーシアム報告会

（2 日） 

・学童保育を考える会（10 日） 

・理事会（18 日） 

・事業部会議（20 日） 

・久留米コンソーシアム定例会議

（4 回） 

・「子どもをとらえる視点を増や

す」ハビリス山口氏研修会（16

日、17 日） 

・ただいま荘学習会（5 日） 

・嬉野市支援員等研修会（1 日） 

ＮＰプログラム：小城（6 日、

13 日、20 日） 

・山下雅彦氏研修会（8 日） 

・嬉野市支援員等研修会（12 日） 

・多久市支援員等研修会（14 日） 

・江北町支援員等研修会（19 日） 

・市町担当課訪問（19 市町） 

・18 クラブ運営業務 

・職員給与支払い 

・労務管理 

・職員人事業務 

・コーディネート業務 

・訪問コンサル 

  晴田第一 12 日 

  三里   11 日 

・全体研修会 

  山下氏・・・8 日 

山口氏・・・18 日 

・職員募集・・・求人 

・三里クラブ 

  三里支館との MTG 

・安全管理マニュアルの最終作成 

 

・ＮＰ定例会   （4 日） 

・三ヤコ会議   （7 日） 

・旬をたのしむ （11 日） 

・にじいろＣＡＰ  （13 日） 

 「パパママ講座」  

・みどり保育園支援センター 

支援 親子でクッキング（14 日） 

・防災を考える （15 日） 

・テーマカフェ  （18 日） 

・俳句に親しむ  ( 22 日) 

・ミヤコ 春号 発行 

・福祉課定例協議 

・消費生活相談会（毎週木曜日） 

・毛糸あみ会（隔週火曜日） 

・制服お譲り会（3/23） 

・ノイエ開所（21 日間） 

 

 

4 

月 

・全国連運営会議（13 日、14

日） 

・九州ブロック会議（15 日） 

・事業部会議（17 日） 

・久留米コンソーシアム定例会議

（4 回） 

・ファシリテーション研修会参加

（東京・11 日、12 日） 

・多久市支援員等研修会（24 日） 

・武雄市支援員等研修会（25 日） 

・研修会打ち合わせ（鹿島市、嬉

野市、多久市、神埼市） 

 

・18 クラブ運営業務 

・職員給与支払い 

・労務管理 

・職員人事業務 

・コーディネート業務 

・労務説明会 23 日、24 日 

・運営企画部 26 日 

・新配置役職職員のサポート 

・求人広告掲載 

・利用児童調整(入級・退級児童) 

・唐津子育て支援センターへ視察 

        （8 日） 

・ＮＰ定例会   （9 日） 

・防災を考える （11 日） 

・ ・対話カフェ   （15 日） 

・俳句に親しむ  (16 日) 

・ ・テーマカフェ  （22 日） 

・旬をたのしむ  （23 日） 

・福祉課定例協議 

・消費生活相談会（毎週木曜日） 

・ノイエ開所（21 日間） 

5 ・全国連合宿研修会（11 日、12 ・鹿島市支援員等研修会（16 日） ・18 クラブ運営業務 

・職員給与支払い 
・ ・テーマカフェ  （8 日） ・福祉課定例協議 



月 日） 

・久留米コンソーシアム定例会議

（4 回） 

 

・嬉野市支援員等研修会（20 日） 

・ただいま荘学習会（１５日） 

・ゆめ佐賀大学講師（唐津・14

日） 

・児童クラブ新任研修会 

（唐津・21 日）（武雄・22 日） 

神埼・23 日）（小城・24 日） 

・嬉野市支援員等研修会（27 日） 

・中堅支援員研修会 

（佐賀・28 日）（武雄・29 日） 

・チーフ支援員研修会 

（武雄・30 日）（佐賀・31 日） 

・労務管理 

・コーディネート業務 

・職員人事業務 

・おやつ・消耗品業務 

・苦情対応業務 

・全体会議 17 日(金) 

・新任支援員研修会 23 日  

・中堅支援員研修会 28・29 日 

・チーフ研修会 30 日・31 日 

・人材育成検討会議 15 日 

・職員に対するヒヤリング 

・運営企画部会議 10、14、

16、21、23、28、30 日 

・利用児童調整(入級・退級児童) 

・ ・対話カフェ   （13 日） 

・ＮＰ定例会   （１４日） 

・俳句に親しむ  (１４日) 

・防災を考える  （16 日） 

・旬をたのしむ  （21 日） 

 

・消費生活相談会（毎週木曜日） 

・ノイエ開所（20 日間） 

・嬉野市視察受け入れ 

6

月 

・癒しのワーク  

講師 柳 受良氏 （9 日） 

・九州指導員学校準備会（22 日） 

・九州指導員学校（23 日） 

・久留米コンソーシアム定例会議

（4 回） 

・ＯＴコンサルまとめの会（2 日） 

・ただいま荘学習会（4 日） 

・男性支援員研修会（小城・5 日） 

・放課後子どもプラン研修会 

 （武雄・6 日、佐賀・7 日） 

神埼・10 日、唐津・１4 日） 

・鹿島市支援員等研修会（11 日） 

・多久市支援員等研修会（13 日） 

・放課後児童支援員認定資格研修 

（佐賀会場・１8 日、武雄会場・

19 日、鳥栖会場・20 日、唐津

会場２1 日、小城会場・２2 日、

唐津会場・２７日、武雄会場・２

８日） 

・武雄市支援員等研修会（２６日） 

・母親大会分科会（30 日） 

・18 クラブ運営業務 

・職員給与支払い 

・労務管理 

・コーディネート業務 

・職員人事業務 

・おやつ・消耗品業務 

・苦情対応業務 

・チーフ会議 11 日 

・新任支援員研修会 26 日  

・運営企画部会議 

4,6,11,18,20,25,27 日 

研修会の企画・マニュアル作成 

・管理部会議 24 日 

・全体研修会 応急手当 

・九州指導員学校 23 日 

・利用児童調整(入級・退級児童) 

・ ・対話カフェ   （3 日） 

・ＮＰプログラム 

（4 日・11 日・18 日・25 日） 

・俳句に親しむ  (11 日) 

・ＮＰ定例会   （12 日） 

・防災を考える   （13 日） 

・テーマカフェ  （17 日） 

・旬をたのしむ  （21 日）・ 

・ＮＰ ＦＡ全国交流会 （29

日） 

 みやき町の取り組み  

御領原さん 発表 

・福祉課定例協議 

・第 5 回お譲り会 

・消費生活相談会（毎週木曜日） 

・ノイエ開所（21 日間） 

7 ・久留米コンソーシアム定例会議 ・放課後児童支援員認定資格研修 ・18 クラブ運営業務 

・職員給与支払い 

・労務管理 

・かぼちゃシチュー作り（4 日） ・こども・保健課定例協議 



月 （4 回） 

・久留米コンソーシアム報告会

（27，28 日） 

（佐賀会場・４日、鳥栖会場・5

日、小城会場・6 日） 

・神埼市支援員等研修会（2 日） 

・嬉野市ＯＪＴ研修（8 日） 

・人権同和研修会講師（10 日） 

・ただいま荘学習会（8 日） 

・ゆめさが大学講師（16 日） 

・嬉野市支援員等研修会（19 日） 

・放課後子どもプラン研修会 

（小城・１日、嬉野・１１日） 

・コーディネート業務 

・職員人事業務 

・おやつ・消耗品業務 

・苦情対応業務 

・チーフ会議 2,9 日 

・新任支援員研修会 12 日  

・運営企画部会議 

2.4.9.10.11.16.18 日 

研修会の企画・マニュアル作成 

・全体研修会 1 日 

・管理部会議 24 日 

・運営企画部会議研修 10 日 

・各ブロック会議 1 回 

・求人広告掲載 

・久留米大学実習生受入 

・夏休み受入れ児童の調整 

 

・俳句に親しむ   (5 日) 

・防災を考える   （11 日） 

・ ・対話カフェ   （16 日） 

・ＮＰ定例会   （17 日） 

・テーマカフェ  （23 日） 

・旬をたのしむ  （26 日）・ 

・マラヴィ共和国 ローレンスさ

んをお迎えして（29 日） 

・俳句に親しむ  (30 日) 

・消費生活相談会（毎週木曜日） 

・ノイエ開所（23 日間） 

・大人としゃべり場（三田川小） 

8

月 

・普及拡大会議（18 日） 

・ブロック会議（19 日） 

・久留米コンソーシアム定例会議

（4 回） 

・地方自治研究集会分科会講師

（3 日） 

・真田祐氏講習会（小城/鳥栖・

5 日）（佐賀・6 日） 

・巡回支援事業キャラバン（１

９市町） 

・巡回支援事業（嬉野・大草野・

26 日） 

・18 クラブ運営業務 

・職員給与支払い 

・労務管理 

・コーディネート業務 

・職員人事業務 

・おやつ・消耗品業務 

・苦情対応業務 

・求人広告掲載 

・久留米大学実習生受入 

・夏休み受入れ児童の調整 

・九州北部豪雨に伴う対応 

・夏休み人材不足クラブの支援 

・防災を考える  （1 日） 

・ ・対話カフェ    （5 日） 

・テーマカフェ   （20 日） 

・ＮＰ定例会    （17 日） 

・俳句に親しむ   ( 27 日) 

・旬をたのしむ   （29 日） 

 

 

 

 

・こども・保健課定例協議 

・消費生活相談会（毎週木曜日） 

・ノイエ開所（20 日間） 

・大人としゃべり場（東脊振中） 

 


