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事 業 実 績
児童福祉法に基づき、児童に健全な遊びを与えてその健康を増進させるとともに、情操豊かな生活が送れるよう指導の役割を果たす事を目標とする。
（１）児童に健全な遊びを与え、健康の増進を図ると共に、児童の集団及び個人指導の実施と活動に対する支援をする。
（２）遊びや学びの場を提供し、スポーツ、文化、創作活動を推進する。
（３）児童センターについての積極的な啓発、広報活動を行う。
（４）子育ての支援、相談を行いながら、地域の子育ての拠点として保護者の交流の場を提供する。
（５）地域の保護者及び関係機関との密な連携を図り必要な事業を推進する。
（１）施設整備計画
①男子トイレ洋式化工事
３３６千円
②非常階段錆止め塗装工事
３４６千円
（２）事業活動
①放課後児童健全育成に関する事業
・学童保育「みのりクラブ」
放課後留守家庭になる家庭の児童が安心、安全に過ごせる場所、
時間を提供。

②地域児童育成活動支援に関する事業
・地域住民からの児童育成、養育に関する相談
・地域行事や「ＧＯＧＯやしろ塾」等への参加
③児童健全育成に関する特別事業
・未収園児とその保護者の交流の場の提供「乳幼児クラブ」
・各種講師を招き、地域の方の交流の場所を提供「遊ＶＩＶＡ」
④発達障害のある児童への支援
・保護者、学校等、関係諸機関との連携を密にすると共に研修に参加しをし
スキルアップを図る。

（１）施設整備実績
①男子トイレ洋式化工事
６４８千円
②電気配線引き込み移転工事
２７０千円
（２）事業活動
①放課後児童健全育成に関する事業
・学童保育「みのりクラブ」 H３０年度２８９日開館
長期休み、平日放課後の学童保育、各種行事（交通安全指導、バス遠足、お別れ
遠足、工作、おやつ作り等）
・しなやかな体作りをねらい、キッズチャレンジ 毎週水曜日
・命の大切さ、勤労の喜びをねらい、「ふれあいアニマルランド」年４回
・食育をねらい料理教室「みのり’Sキッチン」月に１回
②地域児童育成活動支援事業
地域住民からの児童の育成、養育に関する各種の相談
地域行事「ＧＯＧＯ社塾」への参加
③児童健全育成事業
乳幼児クラブ 毎月１回 ふれあい遊び、製作活動、離乳食講習会、試食会
遊ＶＩＶＡ
毎月１回 料理教室、手芸等
④児童健全育成事業
学校の支援会議に参加し情報の共有を行った。
支援の必要な児童への対応の研修会に参加した。
不登校児の居場所として受け入れを行った。

４ 安全管理・衛生
管理

・防災・危機管理マニュアルの見直し
・危険個所の点検・整備
・緊急時の安全確保（事故・病気・災害）のための体制整備

・毎月１回自主点検
・災害訓練毎月１回（地震・火災・不審者対応・大雪・大雨等）

５ 防災・火災、救助 ・防災・危機管理マニュアルの見直し
体制
・危険個所の点検・整備
・緊急時の安全確保（事故・病気・災害）のための体制整備

毎月１回自主点検
災害訓練毎月１回（地震・火災・不審者対応・大雪・大雨等）

６ 職員の資質の向 ・健康診断
上と研修
・職員一人一人の今年度の目標の設定・資格取得の推進
・各種研修会の参加

・健康診断 １１月
・児童厚生員２級資格１名取得
・研修
倉吉市児童館連絡会
倉吉市学童保育連絡会
鳥取県児童館連絡会協議会
中部ブロック連絡協議会

７ 各種団体との連 ・地域行事への参加
携と地域交流
・保育園・グループホームなどの異年齢交流
・みのり福祉会開催の祭りにステージ発表

・運営委員の方の行事参加、事業の実態を見て頂いた。
・他施設を訪問し、ふれあいや交流の場を持った。
・福祉の里まつりのステージで踊りの発表をした。

毎月１回
毎月１回
年６回
年３回

季節・年間行事
施設名： 社児童センター

実施月

行事計画

行事実績

春休み学童保育(各種行事)、交通安全指導、遠足
乳幼児クラブ「一緒に遊びましょう＆試食会 遊ＶＩ
平成３０年 ＶＡ 災害訓練 おはなしのくに ふるさと探検
４月
お誕生会

５月

６月

７月

８月

春休み学童保育(各種行事)、5日交通安全指導（遠
足）、7日災害訓練、14日おはなしのくに、21日ふるさと
探検、24日乳幼児クラブ「一緒に遊びましょう（こいの
ぼり作り）＆試食会」、25日お誕生会、26日遊ＶＩＶＡ「デ
コパージュ」、28日THE工作
映画会、おはなしのくに、工作、菜園活動 災害訓 12日おはなしのくに、18日遊ＶＩＶＡ「くるみボタンのヘ
練 乳幼児クラブ「一緒に遊びましょう＆試食会」 アーゴム作り」、19日THE工作、22日乳幼児クラブ「一
遊ＶＩＶＡ ふれあいアニマルランド お誕生会
緒に遊びましょう（運動遊び）＆試食会」、30日ふれあ
いアニマルランド（乳幼児クラブ）お誕生会・災害訓練
ちまきづくり おはなしのくに、工作 じどうかんま 2日ちまきづくり、9日ふれあいアニマルランド（児童）、
つり 災害訓練 乳幼児クラブ「離乳食講習会」
10日じどうかんまつり、19日乳幼児クラブ「離乳食講習
遊ＶＩＶＡ 運営委員会 お誕生会
会」、23日GOGO社塾、15日ふれあいアニマルランド
（乳幼児クラブ ）、2７日お誕生会、28日災害訓練、29
日運営委員会、30日親子で楽しく防災体験
夏休み学童保育（各種行事） おはなしのくに 工 夏休み学童保育（各種行事）、 2日七夕飾り作り、10日
作 乳幼児クラブ「水遊び」 遊ＶＩＶＡ ふれあい 遊ＶＩＶＡ「料理教室」、14日ふれあいアニマルランド(児
アニマルランド 災害訓練 みのりダンスクラブ お 童）、15日おはなしのくに、17日乳幼児クラブ「水遊
誕生会
び」、2１・31日ＴＨＥ工作、26日災害訓練、27日みのり’
Ｓキッチン、28日おはなしのくにSP、30日お誕生会
夏休み学童保育（各種行事） 災害訓練
夏休み学童保育（各種行事）、3日みのりクラブまつり、
みのりクラブまつり 乳幼児クラブ「水遊び」
4・9・17日みのり’Ｓキッチン、7日災害訓練・消防署見
福祉の里まつり参加 お誕生会
学・乳幼児クラブ水遊び、21日THE工作、22日バス遠
足（こどもの国・県立博物館）、24日さよなら夏休み会、
25日福祉の里まつりステージ発表、29日お誕生会

1日ボッチャゲーム、8日和紙づくり、11日乳幼児クラブ
おはなしのくに 工作 みのり’Ｓキッチン
乳幼児クラブ「一緒に作りましょう＆試食会」遊ＶＩＶ 「一緒に作りましょう（敬老の日プレゼント）＆試食会」、
９月
15日おはなしのくに、2１日遊ＶＩＶＡレジン、22日災害訓
Ａ 災害訓練 お誕生会
練、みのり’キッチン、26日お誕生会
おはなしのくに 工作 みのり’Ｓキッチン 災害訓 6日ＴＨＥ工作(パステルアート)、13日おはなしのくに、
練 乳幼児クラブ「一緒に収穫祭を楽しみましょう」 16日乳幼児クラブ「ピザ作り」、20日みのりグループ
１０月
遊ＶＩＶＡ 親子野外活動 お誕生会 みのりグルー ホーム交流会、27日THE工作・災害訓練、31日お誕生
会
プホームとの交流会 ＧＯＧＯ社塾
おはなしのくに みのり’Ｓキッチン 災害訓練 乳 10日福祉の里文化祭、13日乳幼児クラブ(読み聞か
幼児クラブ「絵本の読み聞かせ＆試食会」 遊ＶＩＶ せ)、17日みのりサングリーン・向山ブルースカイ合同
１１月
Ａ みのりサングリーン・向山ブルースカイ合同作 作品展見学、24日おはなしのくに、28日お誕生会・災
害訓練(不審者)
品展見学 お誕生会
福祉の里文化祭
親子野外活動
冬休み学童保育（各種行事 ）、1日お楽しみ交流会
冬休み学童保育（各種行事）工作、ちびっこ忘年会
おはなしのくに ＧＯＧＯ社塾 災害訓練 乳幼児 (ケーキ作り＆レクリエーション)、8日GOGOやしろ塾(ク
クラブ「クリスマス会を楽しみましょう」 遊ＶＩＶＡ リスマスリース＆プリンアラモード作り)、12日遊
VIVA(調理実習)、15日お楽しみ映画会、18日乳幼児ク
お誕生会
１２月
ラブ（クリスマスパーティ）、22日THE工作、25日お誕生
会&クリスマス会・冬休みはじまりの会、26日おはなし
のくにSP、27日ちびっこ忘年会、28日大掃除・災害訓
練、29日お楽しみ映画会
冬休み学童保育（各種行事）、4日お正月遊び、5日お
冬休み学童保育（各種行事）お正月遊び 工作
おはなしのくに 災害訓練 乳幼児クラブ「一緒に 楽しみ映画会、7日レクリエーション、12日お楽しみ会
平成３１年
遊びましょう（手作りおもちゃ）＆試食会」 遊ＶＩＶ (手作りゲーム遊び)、22日乳幼児クラブ（手作りおも
１月
Ａ 解放文化祭参加 みのり’Ｓキッチン お誕生 ちゃ）、26日おはなしのくに、29日遊VIVA(おやつ作り)、
30日お誕生会・災害訓練
会
まめまき 工作 おはなしのくに みのり’Ｓキッチ 2日親子雪遊び、5日乳幼児クラブ(ひな人形作り)・節
ン 災害訓練 乳幼児クラブ「おひなさまづくり&試 分、9日おはなしのくに、16日みのり’sキッチン、23日Ｔ
２月
食会」 遊ＶＩＶＡ 親子雪遊び お誕生会 三猿 ＨＥ工作、26日遊VIVA(ポーチ作り)、27日お誕生会・災
合同音楽会鑑賞
害訓練
春休み学童保育（各種行事）工作 おはなしのくに 春休み学童保育（各種行事）、2日合同音楽会鑑賞、9
お別れ遠足 災害訓練 乳幼児クラブ「一緒に楽し 日命の尊さを考える会・おはなしのくに、12日乳幼児ク
みましょう（うた・手遊び・体操）＆試食会」 遊ＶＩ ラブ(おやつ作り)、15日遊VIVA(ポーチ作り)、16日レク
リエーション・打吹童子ばやし演奏会、19日災害訓練、
ＶＡ 社横丁 お誕生会
３月
22日お誕生会、23日お楽しみ映画会、26日THE工作、
28日社横丁、29日お別れ遠足（米子駐屯地、とっとり
自然環境館、弓ヶ浜公園）、30日お楽しみ会(プラ板工
作)

