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2019年度（第12期）　事業報告
月 本部 研修事業部

9月
・学童ほいく誌発送 ・巡回キャラバン／みやき町・鳥栖市・太良町・鹿島市・白石町・江北町有田町・唐津

市・伊万里市（2・3・5日）
・全国運営委員会（7・8日） ・巡回支援／有田曲川よいこの家（3日）
・三里いきいき部会（10日） ・放課後児童支援員認定資格研修／唐津（5日）佐賀（5日）小城（7日）
・全国大会世話人学習会/東京（15・16日） ・ただいま荘学習会（9日）
・佐賀新聞取材（18日） ・巡回支援・古枝ひまわり・能古見すぎのこ（10日）東背振（11日）江北（19日）
・理事会・事業部会議（19日） ・放課後児童支援員認定資格研修/鳥栖（12日）
・久留米コンソーシアム会議（19日） ・武雄/子どもの心のケア講座・ＰＦＡ研修（12日）

・放課後児童支援員認定資格研修/武雄（13日）小城（14日）唐津（17日）

・放課後児童支援員認定資格研修/小城（21日）佐賀（25日）武雄（26日）鳥栖（27日）

・嬉野市支援員等研修（22日）

10月
・学童ほいく誌発送 ・放課後児童支援員認定資格研修/唐津（4日）小城（5日）唐津（8日）鳥栖（9日）武雄

（10日）鳥栖（23日）武雄（24日）佐賀（31日）

・久留米コンソーシアム会議（2日）
・巡回支援/立花第1（6日）上峰（7日）川上・鍋島（21日）弥生が丘・若葉（25日）基
山・大川内（29日）諸富北、勧興（30日）

・協働化提案会議（16日） ・片山恵子氏スキルアップ研修会（11・12日）
・会計打ち合わせ（17日） ・ただいま荘学習会（15日）
・全国学童保育連絡協議会総会/京都（18日） ・多久市支援員等研修会（17日）
・全国学童保育研究集会/京都（19.20日） ・鹿島市指導員等研修会（25日）
・理事会（28日） ・放課後子どもプラン研修会/佐賀（30日）
・定期総会（29日）
・久留米コンソーシアム会議（31日）
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11月 ・学童ほいく誌発送 ・大人としゃべり場/三田川中（1日）東背振小（8日）
・倉敷市学童保育連絡協議会より災害視察（1日） ・巡回支援/大草野・神埼仁比山（5日）北川副・鏡山第1（7日）鬼塚（12日）久里・長松

（13日）西唐津・鏡山第2（14日）川上・武雄青空塾（18日）能古見・太良A（19日）弥生
が丘（21日）鏡山第1（22日）鍋島・大町（25日）大川内（26日）勧興・鳥栖北（27日）
大志（29日）

・議員懇談（7日） ・ただいま荘学習会/唐津（6日）
・久留米コンソーシアム会議（8日） ・OJT研修/東川登（6日）
・久留米コンソーシアム会議（9日） ・嬉野市支援員等研修（7日）
・三里いきいき部会（12日） ・武雄市支援員等研修会（8日）
・山形県学童保育研究集会/山形市（16.17日） ・放課後子どもプラン研修会/鳥栖（12日）唐津（28日）
・久留米コンソーシアム会議（18日） ・児童厚生員研修講師/長崎県（20日）
・理事会（21日） ・山下雅彦氏「子どもの権利について学ぶ」講演会（22日）
・協働化提案事業（29日） ・佐賀市支援員等研修会（26日）
・事業部会議（29日） ・鹿島市支援員等研修会（27日）
・サガン鳥栖招待試合（30日）

12月

・学童ほいく誌発送 ・巡回支援/山王（2日）鳥栖北（3日）曲川・大坪（4日）鏡山第2・山内西（5日）若葉
（9日）東背振（10日）大坪・東山代（11日）大志（12日）南川副（13日）立花（14日）
長松（16日）江北・白石（17日）諸富北（18日）東山代（19日）大町町（20日）上峰ちえ
のみ（23日）古枝（24日）

・久留米コンソーシアム会議（2日） ・ただいま荘学習会（9日）
・議員懇談（4日） ・佐賀市支援員等研修会（13・16・19日）
・久留米コンソーシアム会議（5日） ・OJT研修（轟・大草野）
・全国学童保育運営委員会/東京（7・8日）
・佐賀女子短期大学ＳＤＧ’ｚ（20日）
・サガン鳥栖打ち合わせ（23日）
・理事会（19日）
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・久留米コンソーシアム会議（27日）

1月
・学童ほいく誌発送 ・巡回支援/芦刈・三日月第1（7日）青空塾（10日）山内西（15日）多久中央（17日）白

石（21日）太良（24日）

・九州ブロック会議/佐賀会場（11・12日）
・放課後児童クラブ従事者説明会/みやき町（9日）佐賀市（15日）鳥栖市（16日）武雄
市・小城市（18日）嬉野市（24日）唐津市（29日）武雄市（30日）

・三里いきいき部会（14日） ・ただいま荘学習会（14日）
・経営管理研修市民活動プラザ（15日） ・武雄市支援員等研修会（17日）
・トークフォークダンス交流会/東京（19日） ・嬉野市支援員等研修会（21日）
・理事会（22日） ・放課後子どもプラン研修会/武雄市（22日）佐賀市（23日）
・レジリエンス研修（27日） ・鹿島市支援員等研修会（27日）
・朝倉中学校出前講座打ち合わせ（28日） ・ゆめさが大学講師/佐賀市（28日）

2月 ・学童ほいく誌発送 ・佐賀県放課後児童クラブ市町村担当者会議（5日）
・全国学童保育運営委員会（1・2日） ・ただいま荘学習会（7日）
・理事会（4日） ・放課後児童クラブ従事者説明会/佐賀市・白石町（8日）
・事業部会議（12日） ・神埼市支援員等研修会（13日）
・久留米コンソーシアム会議（12日） ・嬉野市支援員等研修会（14日）
・朝倉杷木中学校出前講座（18日） ・子育て支援員研修講師/放課後児童クラブコース（15・16日）
・久留米コンソーシアム会議（29日） ・OJT研修/轟（17日）大草野（19日）

・巡回支援/三日月第1・芦刈（25日）

3月 ・学童ほいく誌発送 ・佐賀市支援員等研修会（11日）
・新型コロナウイルス感染症支援としてマスク・消
毒液の寄付募集

・ただいま荘学習会（18日）

・久留米コンソーシアム会議（18日） ・県庁次年度打ち合わせ（19日）
・さがっこ基金を使って　折り紙配布
・マスク・消毒液・食品配布
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・理事会（19日）
・オンライン講座（29日）

4月 ・事業部長運営会議（4日） ・ただいま荘学習会（16日）
・次亜水配布開始
・ただいま荘学習会
・学童ほいく誌発送
・新型コロナウイルス感染症支援布マスク配布
・TEALOVEプロジェクトスタート
・佐賀県放課後児童クラブ関係者へ新型コロナウイ
ルス感染症の緊急アンケート開始
・佐賀県内の放課後児童クラブ訪問（6月まで）
・さがっこ夢基金追加
・理事会（10日）

5月 ・学童ほいく誌発送 ・ただいま荘学習会（15日）
・ｚｏｏｍカフェ開催（2日） ・ZOOM学習会/武雄（20・21日）佐賀（26・27日）
・理事会（15日） ・5月よりZOOM夜活スタート/毎日20：30開始（5月～継続中）

・佐賀の夜活29回実施
・オンライン朝活12日スタート　12回実施

6月 ・学童ほいく誌発送 ・ZOOM朝活学習会（2日～継続中）夜活9回
・さがっこ夢基金　プール配布 ・左治木乃郎氏Web研修会（10日）
・理事会 ・武雄市放課後児童支援員等研修会（19日）
・オンライン日曜講座（14日） ・唐津市学習会（23日）
・オンライン日曜講座（21日） ・オンライン朝活16回実施
・オンライン日曜講座（28日） ・オンライン三密の会スタート（24日）毎週水曜日実施

7月 ・学童ほいく誌発送 ・鹿島市放課後児童支援員等研修会（9日）
・理事会 ・唐津市放課後児童支援員等研修会（14・15・17日）
・災害対応（7日） ・佐賀市放課後児童支援員等研修会（21日）
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・九州ブロック災害対応オンライン会議（7日～14
日）

・嬉野市放課後児童支援員等研修会（22日）

・被害状況視察（8、9，11，13日） ・神埼市放課後児童支援員等研修会（31日）
・大牟田市災害支援（10,20,30日） ・オンライン保護者会スタート（3日）毎週金曜日　5回実施
・オンライン日曜講座（5日） ・三密の会　5回実施
・オンライン日曜講座（12日） ・オンライン夜活　8回実施
・日田市災害支援（17日） ・オンライン朝活　18回実施
・オンライン日曜講座（19日）
・オンライン日曜講座（26日）
・事業部長会議（28日）
・九州ブロック会議/春日（23日）
・オンライン研修　ジェンダーの視点（27日）

8月
・学童ほいく誌発送 ・巡回支援/北波多第1・相知第2（5日）富士・神野（7日）高木瀬（11日）浜崎第1・鏡山

第4・玉島（12日）蓮池（17日）岩松第1・循誘（18日）多久東部・嘉瀬（20日）春日北
（21日）新栄（26日）七山（27日）日新（28日）麓1・基里（31日）

・オンライン学童保育オールナイト（1・2日） ・ZOOM学習会/アバンセ（26・27日）
・理事会（7日） ・第1回佐賀県学童保育研究集会打ち合わせ（オンライン研修）
・全国運営委員会（10日） ・オンライン保護者会４回実施
・小城市をよくする学習会学童保育を考える（21
日）

・三密の会　5回実施

・第1回佐賀県学童保育研修集会（30日）オンライ
ン開催

・オンライン夜活　8回実施

・オンライン朝活　３回実施
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令和1年度（第12期）　事業報告
月 小城事業 みやき町事業 吉野ヶ里町事業 嬉野事業
9月 ・18児童クラブ運営業務 ・対話カフェ（2日） ・こども・保健課定例協議 ・Lykke開所準備

・コーディネート業務 ・防災を考える（11日） ・消費生活相談会（毎週木曜日）
・Lykkeオープンオープンイベント
（29日）

・小学校連携業務、相談、情報共有、苦情対応等 ・NP定例会（12・19日） ・CAPワークショップ（20日） ・開所（30日）

・チーフ会議（3日、10日）
・旬をたのしむ／ママたちのそば打
ち体験（12日）

・ノイエ開所（20日間）

・ブロック会議（8か所）
・佐賀新聞ばぶばぶインタビュー
（18日）

・土曜ノイエ（21日）

・運営企画部会議（5.10.12.17.19.24.26日） ・テーマカフェ（19日） ・ノイエつうしん広報誌掲載
・労務管理業務 ・俳句に親しむ（27日）
・短期間職員の雇用、新規採用等人事関連業務お
よび人材育成

・第2回NPプログラム9/4～10/9ま
で6回

・求人募集（9/30～掲載）
・久留米大学より児童厚生員実習生受入（桜岡児
童クラブ）
・ボランティア協議会へ報告

10月 ・    18児童クラブ運営業務 ・対話カフェ（2日） ・こども・保健課定例協議
・ほっこりママ訪問　Lykke周知活
動

・    コーディネート業務
・パパママ講座／にじいろCAP重永
侑紀氏（7日）

・消費生活相談会（毎週木曜日）
・楠風館　よいこあつまれ　Lykke
周知活動

・    小学校連携、相談、情報共有、苦情対応等 ・防災を考える（10日） ・ノイエ開所（23日間）
・    チーフ会議（8日） ・テーマカフェ（15日） ・土曜ノイエ（19日）
・    ブロック会議（8か所） ・NP定例会（16日） ・ノイエつうしん広報誌掲載

・運営企画部会議（1.3.8.10.15.17.24.31日実施）
・おいしいお茶の入れ方／田中茶舗
田中真紀子氏（17日）

・    全体会議（10/29） ・俳句に親しむ（18日）
・    労務管理業務 ・旬をたのしむ（28日）
・    新規職員採用等人事関連業務および人材育成
・    求人広告掲載（10/28まで）
・    小城市就学前検診説明会参加（25.29日）

月 小城事業 みやき町事業 吉野ヶ里町事業 嬉野事業
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11月 ・ 18児童クラブ運営業務 ・対話カフェ（6日） ・こども・保健課定例協議
・防災教室（20日）自分の住む町の
防災あれこれ

・コーディネート業務 ・NP定例会（13日） ・消費生活相談会（毎週木曜日） ・佐賀新聞Fit掲載
・小学校連携、相談、情報共有、苦情対応等 ・防災を考える（14日） ・ノイエ開所（21日間） ・クッキングLykke（15・29日）
・チーフ会議（12日） ・テーマカフェ（18日） ・大人としゃべり場（三田川中、1日） ・避難訓練（6日）
・ブロック会議（8か所） ・俳句に親しむ（19日） ・大人としゃべり場（背振小、8日）
・運営企画部会議（5.6.8.14.19.21.26.27.28日） ・旬を楽しむ（25日） ・土曜ノイエ（16日）
・労務管理業務 ・ノイエつうしん広報誌掲載
・固定給職員の健康診断実施（1月まで）
・インフルエンザ予防接種費用助成
・新規職員採用等人事関連業務及び人材育成
・希望者研修「事例検討会」7日
・小城市就学前検診参加5.8.14日
・ 職員に対する相談窓口開催（毎週火曜・金曜実
施）

12月 ・    8児童クラブ運営業務 ・対話カフェ（3日） ・こども・保健課定例協議 ・佐賀県HP　子育てページ掲載
・    コーディネート業務 ・旬をたのしむ（5日） ・消費生活相談会（毎週木曜日） ・クッキングLykke（6.13.20日）
・    小学校連携、相談、情報共有、苦情対応等 ・テーマカフェ（11日） ・ノイエ開所（21日間）
・チーフ会議（10日） ・防災を考える（12日） ・土曜ノイエ（21日）
・ブロック会議（8か所） ・俳句に親しむ（17日） ・ノイエつうしん広報誌掲載
・運営企画部会議（2.3.5.17日実施） ・NP定例会（18日）
・労務管理業務
・固定給職員へ年末調整業務
・新規職員採用等人事関連業務及び人材育成
・希望研修「事例検討会2回目」4日
・職員に対する相談窓口開催（毎週火曜・金曜実
施）

月 小城事業 みやき町事業 吉野ヶ里町事業 嬉野事業
1月 ・    8児童クラブ運営業務 ・旬をたのしむ（7日） ・こども・保健課定例協議 ・クッキングLykke(10.24日）
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・    コーディネート業務 ・対話カフェ（9日） ・消費生活相談会（毎週木曜日）
・    小学校連携、相談、情報共有、苦情対応等 ・テーマカフェ（15日） ・第6回お譲り会（18日）
・チーフ会議（14日） ・俳句に親しむ（16日） ・ノイエ開所（20日間）
・ブロック会議（8か所） ・NP定例会（17日） ・土曜ノイエ（18日）
・運営企画部会議（9.14.16.21.22.23.28日実施）・
労務管理業務

・防災を考える（21日） ・ノイエつうしん広報誌掲載

・新規職員採用等人事関連業務及び人材育成
・NPプログラム開催1/29～2/5　6
回

・全体研修「子どもの障がい」「集団で過ごすこ
どもたち」22日
・ケース会議（23日）
・職員に対する相談窓口（毎週火曜・金曜実施）

2月 ・    8児童クラブ運営業務 ・対話カフェ（3日） ・こども・保健課定例協議 ・和室で開所（3日～）

・    コーディネート業務 ・NP定例会（12日） ・消費生活相談会（毎週木曜日）
・Lykke講座ママ教室／ペリネプラ
クティス講座（26日）

・    小学校連携、相談、情報共有、苦情対応等 ・防災を考える（13日） ・ノイエ開所（19日間） ・ワイヤーママ　掲載
・チーフ会議（5,28日） ・俳句に親しむ（14日） ・土曜ノイエ（15日） ・法人HP掲載
・ブロック会議（8か所） ・旬をたのしむ（21日） ・ノイエつうしん広報誌掲載 ・小城市社協視察（28日）
・運営企画部会議（4.6.13.18.20日実施） ・テーマカフェ（25日）
・3/3～新型コロナウイルス感染症による学校休校
の対応、市役所、学校との連携。支援員等のシフ
ト作成（休校に伴う変更）
・労務管理業務
・新規職員採用等人事関連業務及び人材育成
・職員に対する相談窓口（毎週火曜・金曜実施）
・退職に関する業務

月 小城事業 みやき町事業 吉野ヶ里町事業 嬉野事業
3月 ・    8児童クラブ運営業務 ・NP定例会（6日） ・こども・保健課定例協議 ・2019年度Lykke通信作成

・    コーディネート業務
・パパママ講座／にじいろCAP重永
侑紀氏（10日）

・消費生活相談会（毎週木曜日）
・紙おむつ支援開始（アジアパシ
フック様より）
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・    小学校連携、相談、情報共有、苦情対応等
・新型コロナウイルス感染症による
臨時閉所（16日）

・新型コロナウイルス感染症対策として
ノイエ閉所決定（3日）

・チーフ会議（4,16、23日） ・ティアラ通信　ブログで ・開所0日
・ブロック会議（8か所） （№1から11まで）（16日～） ・ノイエスタッフ会議（30・31日）
・運営企画部会議（5.10.12.17日実施） ・ティアラのあゆみ完成 ・ノイエスタッフ研修（24日）
・新型コロナウイルス感染症による学校休校の対
応、市役所、学校との連携。支援員等のシフト作
成（休校に伴う変更）

・次亜水配布開始 ・ノイエつうしん広報誌掲載

・おやつの寄付受領・各クラブへ配布（竹下製菓
さまよりアイスクリームのご提供）

・次亜水配布開始
・新型コロナウイルス感染症対策として、マスク
や消毒液などの寄付受付、配布等
・新型コロナウイルス感染症対策として衛生商品
及び、おもちゃ等等の購入手配、各クラブへ配布
・小城市より新型コロナウイルス感染症対策とし
てマスク、消毒液の配布
・新型コロナウイルス感染症に伴う学校休業中の
児童クラブ利用者調査
・労務管理業務
・新規職員採用等人事関連業務及び人材育成
・支援員の健康管理（新型コロナウイルス感染症
対策）、感染予防に対する情報提供や衛生管理の
徹底
・支援員の超過勤務の管理（学校休業に伴い、長
時間開所となったため）
・職員に対する相談窓口（毎週火曜・金曜実施）
・退職に関する業務

月 小城事業 みやき町事業 吉野ヶ里町事業 嬉野事業
4月 ・労務管理業務 ・対話カフェ／第1～7回 ・こども・保健課定例協議 ・チラシ作成

・退職に関する業務（離職票の手続き、送付およ
び源泉徴収票の作成、郵送）

タイムラインで開催（3・9・14・
16・21・24・28日）

・消費生活相談会（毎週木曜日） ・次亜水配布開始

・おやつ業務の帳簿等整備 ・NP定例会（15日） ・ノイエ開所（15日間）閉所（7日間）
・新型コロナウイルス感染症のため
閉所（20日～）
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・ティアラ通信　1～28日まで ・ノイエ公式LINE開始（27日） ・公式LINE開設（22日～）

ブログ（№12～22）
・ノイエスタッフ会議（11・21・27
日）

・LINE相談開始（22日～）

・Lykke通信発行
5月 ・    小城市教育総務課へ経費精算書の提出 ・対話カフェ／第8～10回 ・こども・保健課定例協議（22日） ・チラシ作成

タイムラインで開催（7・12・15
日）

・ポータルサイト関係会議（22日） ・Lykke開所（11日～）

・ティアラ開所（14日） ・消費生活相談会（毎週木曜日）
・ノイエ開所（15日間）

・ノイエスタッフ会議（1・7・11日）
・第1回新型コロナウイルスに関連した
家庭調査（7～14日）
・第1回子育て広場関係会議（14日）

・ノイエつうしん広報誌掲載

6月 ・テーマカフェ（10日） ・こども・保健課定例協議（19日） ・ZOOMでほっこりママ参加（2日）

・防災を考える（16日） ・消費生活相談会（毎週木曜日） ・Lykkeごこち（26日）
・TNR会議（23日） ・ノイエ開所（22日間）

・対話カフェ（24日）
・ノイエ子育て情報ポータルサイト完
成・運用開始（3日）

・パパママ講座／にじいろCAP重永
侑紀氏（30日）

・児童館との連携会議（12日）
・第2回新型コロナウイルスに関連した
家庭調査（9～16日）
・第2回子育て広場関係会議（4日）

月 小城事業 みやき町事業 吉野ヶ里町事業 嬉野事業

6月
・第3回子育て広場関係会議（TNR（23
日）
・ノイエつうしん広報誌掲載
・町とのケース会議（24日）
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・第1回大物おゆずり抽選会（22日）
・第2回大物お譲り抽選会（29日）

7月 ・NP定例会（2日） ・こども・保健課定例協議 ・楠風館にて開所
・旬をたのしむ（14日） ・第3回大物お譲り抽選会（6日） ・ZOOM講座（1日）
・防災を考える（16日） ・消費生活相談会（毎週木曜日） ・Lykkeごこち（17日）
・対話カフェ（20日） ・ノイエ開所（21日間） ・土曜日開所（11・25日）

・TNR会議（28日） ・12か月児相談（21日）
・大雨時、電話およびLINE相談を行
う

・テーマカフェ（30日） ・児童館との連携会議（22日）
・第4回子育て広場関係会議（28日）
・ノイエスタッフ会議（7・15・27日）
・リュッケより交流視察（14日）
・オンライン研修（27日）
・ノイエつうしん広報誌掲載
・ノイエ絵日記（1）（2）

8月 ・NP定例会（5日） ・こども・保健課定例協議（21日） ・楠風館にて開所（31日まで）
・防災を考える（6日） ・消費生活相談会（毎週木曜日） ・水遊び開始（1日から）
・ホッとカフェ（11日） ・第4回大物お譲り抽選会（4日） ・Lykkeごこち（21日）
・テーマカフェ（19日） ・第5回子育て広場関係会議（25日）
・旬をたのしむ（24日） ・ノイエ開所（18日間）

・TNR会議（25日） ・ノイエスタッフ会議（3・19・24日）

・旧学童倉庫作業（28日）
・ノイエつうしん広報誌掲載
・ノイエ絵日記（1）（2）


	第12期 (本部・研修部）
	第12期（子育て広場・小城）

