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入　会　資　格
保育士資格所有者…原則として、（社
福）日本保育協会の会員保育園に勤務
されている方

年　　会　　費
2,000円
（保育士賠償責任保険の保険料を含む）

会　員　期　間
毎年４月１日から１年間
（翌年３月31日まで）

入会手続締切日 毎月20日まで

入会開始日 手続きした月の、翌月１日

－低廉で安心の賠償責任保険付－

会員募集中：入会資格・会費・会員期間

この保険は保育士さんが保育業務に起因した事故により、保育士個人に損害賠償請求された場合に補償される保険制度です。

補償限度額

賠償責任

事故対応特別費用

被害者対応費用
（お見舞金）

（人格権侵害を含みます。）

１事故 １億円
自己負担額 1,000円

期間中 500万円
お見舞金は…
死亡時　  50万円
死亡以外　 3万円

補償内容 補償限度額（保険金額）
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第11回　日本保育士協会・実践研修会
～保育の現場に求められる保育士としての実践力を高める～

平成27年７月３日（金）～４日（土）　ANAクラウンプラザホテル新潟
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＊開　会　式＊

＊絵本トークライブ＊

▼１日目▼

絵本の読み聞かせはもちろん、歌あり、ウクレレ＆鍵盤ハーモニカの
演奏あり、そしておもしろいトークありとお二人の絶妙なやりとりと
見ている人を飽きさせないテンポでどんどんと引き込まれ、時間が経
つのがあっという間でした。
読み聞かせに楽器やブーブークッションなどの音を織り交ぜ、室井先
生の表情や声質・抑揚、長谷川先生の独特な雰囲気とテンポで笑いや
感動を生み出すところはさすが！と感動しました。読み聞かせをする

際の新たな手法の発見がたくさんあり、とても勉強になりました。室井先生自身の名前の由来について
の絵本『しげちゃん』や虫歯予防の大切さを伝える絵本『きらきら は・は・歯』など、絵本ひとつひと
つには子どもたちに伝えたいメッセージが込められており、それをしっかりと伝えていけるような読み
聞かせをしていきたいと思いました。

保育士協会2度目の登場、布おも ちゃ作家の「ゆっこ先生」です。
今回はパペット作りに挑戦！
便利なキットを使い、かわいいパペットが完成しました。
かわいく仕上がり、参加者は大満足！です。早く子どもたちと一緒に

遊びたい！という声が多数あがって
いました。心が温かくなり、改めて
手作りおもちゃの良さを感じました。 

講師：室井 滋（女優）・長谷川義史（絵本作家）

＊布おもちゃ 動物パペット作成＊ 講師：さとう ゆきこ

日本保育士協会会長　飯村智佳子
による挨拶にて開始されました。

日本保育協会 新潟県支部長
伊東 一男

日本保育協会 青年部長
吉岡 伸太郎

みんな集中してます！

懇親会では、日本保育協会 新潟県支部長 伊東 一男様、
日本保育協会 青年部長 吉岡 伸太郎様より、ご挨拶を
いただきました。
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＊交　流　会＊

＊連絡帳～保護者に保育を伝えるために～＊
▼２日目▼

連絡帳は私たち保育者にとって欠かせないものです。
毎日書いていますが、書き方によって保護者に伝わり方は違います。
今回は、大妻女子大学　教授　岡　健先生に書き方について学びました。

私たち保育士は報告型（～でした！）
で書く事が多いと思います。
書く人数も多く簡単に書いてしまいがちです。
しかし、保護者は互恵型（子どもの思いや考え）が一番もらって嬉し
いものです。時間がなくても子どもの成長を書き、保護者に伝えてい
かなければいけないと改めて思い、連絡帳の大切さを考える研修とな
りました。

研修1日目が無事終了し、おいしい食事とアトラクションで交流を楽しみました。

講師：岡 健

新潟のお笑いコンビ
「ミココロ コミック」 ビンゴゲーム

プレゼント迷っちゃう！

ジャンケン大会

最初はグー

＊アンケートより＜２日間を通して＞＊
・あっという間の時間でした。１つ 1 つの絵本の表情がより鮮やかに見えるというように、聞
こえました。子どものワクワクする気持ちって、こんななんだろうな～と思いながら、楽し
みました。

・いつも読んでいる絵本ですが、役ごとに声がかわったり音響を入れたり、とても楽しく、今
後の読み聞かせの参考になりました。

・開始と共にすぐ実技が始まり、正直驚きました。が、研修会でこういった実技は初めてだっ
たので、とても魅力的でした。園に持ち帰って使いたい！！と思い、一生懸命作りました。あっ
という間の１時間半でしたが、実際使える物ということで、本当に素敵な内容だったと思い
ました。

・連絡帳を書くためには…自分の保育を見直していこう…と率直に思いました。保護者の目線
に立つということにも、もう少し気をつけていきたいと思いました。子どもの心が動く保育っ
てどういうものかをもう一度考え直したいです。

・懇親会やビンゴ大会があったり、料理もおいしくとても楽しかったです。研修内容も充実し
て良かったです。このような研修をこれからも続けてほしいと思います。
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　海を臨む小高い丘の上にあり、緩やかな坂を上って
いくと、かわいらしい暖かな色の園舎と子どもたちが
「こんにちは～！いらっしゃい！」と大きく手を振り、笑
顔で出迎えてくれました。中に入ると光がたくさん差し
込むロビーと吹き抜けに子どもたちの元気な明るい声
が響きます。

　震災以降、職員と子どもたちの地震に対する
意識が大きく変わりました。職員の避難バッグ
は、一人ひとり道具や内容も異なり、どんな災害

が起きても対応できるよう備えをしてありました。また、子どもたちは被災地支援品としていただいたラ
ンドセルの中に、一人ひとりの着替えや食料などを詰め、すぐに背負って逃げられるよう用意をしてあり
ました。他にも訓練でランドセルを背負うことで就学に向けた心持を整える意味もあるようです。職員
が持つ避難リュックの中には、発電機やトイレットペーパー、救急用品、缶詰などが入っており、小さい
羊羹も入れているそうです。羊羹は、歩きながら食べられ、糖分とカロリーを摂取出来るので、災害時に
はとても優れた食品だそうです。備えに対する万全さは、とても参考になり、勉強になりました。私達の
普段の備えを見直し、本当に必要なものは何かを知ることが出来ました。
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☆みどりが丘保育園☆

　2011年３月11日14時46分、マグニチュード9.0の巨大地震が発生し、
想定を超える大津波が東日本沿岸を襲い、多くの人々の町や家、家族や思
い出を飲み込んでしまいました。
　その大津波の被害を受けた三陸鉄道は、2014年４月に全線が開通しま
した。震災から４年が経った今、東北はどう変わったのか、どんな被害が
あったのかを震災学習列車に乗り、被災状況を見て、聞いて、感じて学ぶこ
とができます。
　震災学習列車に乗り、海岸線を走ると青く穏やかで美しい海が広がりま
す。三陸鉄道の方の説明により、かつて町があった場所が、津波に飲まれ、
がれきの山に変わり、片付けられ、ぽっかりと消えてしまった町や復旧され
た線路や防波堤などを目にしました。今、見ている青く穏やかな海が、人々
の暮らしを飲み込んでしまったとは思えない程の静かな事が、津波の恐ろ
しさを一層際立たせます。
　私たちは、東北の方々の悲しみや被害を忘れないためにも、また、今後の
防災のためにも岩手県の久慈市を訪れ、復興に向けての歩みを直接感じて
きました。これからも東北の方々の復興を支援し、「東北の力」を日本中に
伝えていきたいと思っております。

☆震災学習列車☆

震災から４年 岩手を訪ねて…

主任のリュック こどものランドセル
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　神社の鳥居をくぐると「いなり保育園」が見えてきます。
緑に包まれた静かな環境の中、磯の香りも感じました。園舎のすぐ横を三陸鉄道が通っており、子ども
たちは窓から列車を眺めることができます。私たちが乗った震災学習列車もすぐ傍を走っていました。
震災時はその園舎の付近にも水が近付いたとのことです。
　震災後、稲村和雄園長先生は真っ先に岩手県内の保育園をまわり、被害を目の当りにし「子どもたち
を救わなければ」との強い想いで、いち早く復興に力を注いでこられた園長先生です。
　震災から既に四年の月日が流れ、震災を知らない子どもたちが入園してきています。
あの時の事を風化させずに活きた経験として、先人の知恵として、子どもたちに伝えていくことを知っ
た、貴重な訪問でした。

☆いなり保育園☆

　日本保育協会青年部では、原発事故の影響から戸外での
活動を制限されている状況を知り、福島のこどもたちが太
陽の下、思い切り遊ぶ機会を提供したいとの思いから、「お
そとにとびだせ！in栃木」を企画実施してきました。
　平成25年度に第１回、平成26年度に第２回目を開催し、
延べ200名のこどもたちと全国から集まった150名を越
える保育者をはじめとするボランティアスタッフが一同に集
まり、普段の保育の中では経験できない体験を一緒に楽し
み、笑顔と充実感を参加者全員で共有することができまし
た。
　３年目を迎える今年度は、福島県支部の皆様と検討を重
ね、初めて福島県内での開催を計画し、全国の保育者の思
いが福島に届き、福島のこどもたちの笑顔に繋がる事、そし
て福島の今を知る事を目的として本事業を企画してきまし
た。
　今年度は平成27年９月２日（水）亀ヶ城址公園（福島県猪
苗代町）で福島県のこどもたちを約300名招いて行いまし

た。東日本大震災から４年経ちますが、こどもたちの笑顔を輝かせられるように継続的な支援をし
ていきたいと思います。

日本保育協会青年部では… ～第３回ＨＵＧ.プロジェクト ＩＮ 猪苗代～
　　　　　　　 協賛　日本保育士協会

HUG . プロジェクト
i n  福島県猪苗代町

第３回

会場：亀ヶ城址公園　福島県耶麻郡猪苗代町鶴田 141-1
主催：日本保育協会青年部 / 日本保育協会青年部 HUG .プロジェクトチーム

育む…それは抱きしめること。
ハグしたい！ハグして欲しい！
その素直な気持ちを大切に。

The ultimate quality,the ultimate choice

Elite +

Regular

InGround

Tattoo
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日本保育学会第68回大会
日本保育士協会調査研究部がポスター発表参加しました

集まれ～！保育園！！ ～保育園訪問 大和東保育園（東京都東大和市）～
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　一般社団法人日本保育学会第68回大会が、椙山女学園大学の星が丘キャンパス（愛知県名古屋市千
種区）において、2015年５月９日（土）～10日（日）に開催されました。
　日本保育士協会調査研究部が昨年度調査し、考察をまとめた｢保育士不足が保育現場に与える影響に
ついての調査報告書｣を今大会でポスター発表しました。
　当日は口頭発表、ポスター発表、ビデオ実践研究発表と自主シンポジウムの場として保育に取り組ん
でいるさまざまな立場、分野の方々の中での発表でしたが、実際の保育現場の声をまとめた結果であ
ることに、来場者の皆様にも評価をいただきました。
　今回の調査研究にご協力いただいた、「東京成徳大学 教授 塩谷香先生」「洗足こども短期大学 井上
眞理子先生」「日本保育協会研修部次長 今井豊彦様」、アンケートにご協力いただいた保育士協会会員
の保育士の皆様に感謝申し上げます。

　昭和41年に開園した大和東保育園は、平成26年４月に園舎
を新設し、０歳児の受け入れ、延長保育の開始を始め、環境や
定員も新たに保育を行っています。新園舎は窓ガラスが多く外
観もカラフルで特徴的な建物となっているため、自然光がたく
さん入りとても開放的です。園舎のテーマは『美術館』、ギャラ
リースペースがあり子どもたちの作品を道行く方々にも見て頂
くことが出来るようになっています。初代理事長より受け継が
れてきた「人に迷惑をかけない子を育てる」という願いのもと
に保育を行っています。「大きなおうち」この言葉に私たちの保

育への思いの全てを込めています。第一のおうちである家庭と深い絆で結ばれ、第二のおうちは園児全
員を育む大きなお家の家族です。そのため「家庭的な環境と雰囲気作り」を大切にしています。
　日常の保育の中では、『地域に根差した保育園』を目標にして様々な活動を行っています。隣接してい
る小学校に園庭から校庭へ行き来のできる交流門を設置し、行事のお知らせをしたり学校行事に招い
てもらったりと交流を深めていき、互いのカリキュラムにも入れることで計画的に交流が出来るよう連
携を取っています。地域交流の一環として、以前から世代間交流も行っており老人ホームへ月に１度の
訪問・週に１度は利用者の方々が園に来てくださって子ども達と一緒に散歩に出掛けたり、活動に一緒
に入って頂き交流を深めています。
　これからも地域の方々に愛される保育園となるように、小学校交流
を始めとした地域との関わりや園庭開放や子育て支援活動、子ども達
が毎日笑顔あふれるような保育内容を実践して行きたいと思っていま
す。



日本保育士協会ニュース NO.22

7

＜第１章 総 則＞

第1条本協会は日本保育士協会 (以下本協会という。)と称する。
第 2条本協会は東京都千代田区麹町 3丁目 5番 1号全共連ビル麹町
館6階に事務局を置く。

②事務局には、事務局長および若干名の職員を置く。

＜第２章 目的および事業＞

第3条本協会は保育士の福祉の増進、保育士の職業倫理の高揚、保育
に関する調査・研究による保育士の資質向上に努め、もって保育の
健全な発展を図ることを目的とする。

第4条本協会は前条の目的達成のため、次の事業を行う。
1) 保育の専門性の向上に関する事業
2) 保育の普及活動に関する事業
3) 安心して働ける環境の整備に関する事業
4) 保育士の福利厚生充実に関する事業
5) 研修部を設置し研修会開催
6) 調査研究部を設置し保育事業の調査研究及び研究誌の発行
7) 広報部を設置し機関誌（紙）の発行
8) 保育の増進を図る事業
9) その他目的達成のために必要な事業

＜第３章 会 員＞

第5条本協会の会員は保育士の資格を有し、原則として社会福祉法人
日本保育協会の会員保育園において保育業務に携わるものであっ
て、本協会の目的に賛同した者とする。

第6条会員は、所定の入会申込書に別表に記載の会費を添えて入会を
申込むものとし、毎月20日までに申込まれたものは翌月1日に会
員資格を取得するものとする。

第7条会員はつぎの理由によって資格を喪失する。
1) 退会
2) 会費の滞納
3) 本協会の名誉を損なう行為があった者で、理事会の議を経た場合
第8条会員は、付属細則に定める会費を別に定める方法で納入しなけ
ればならない。

＜第４章 役 員＞

第9条本協会には次の役員をおく。
会長　　　　　1名
副会長　　　　1名
理事　　　　　若干名
監事　　　　　2名
第10条会長および副会長は理事の中から選任する。
②次期会長は現会長が会長の候補者として理事会に推薦し、理事会の
承認により選任する。若しくは投票により理事会の承認により選任
する。

③理事および監事は本協会会員の中から役員が理事会に推薦し承認を
経て選任する。

第11条役員はつぎの職務を行う。
1) 会長は本協会の業務を総理し、本協会を代表する。
2) 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは職務を代行する。
3) 理事は理事会を組織し、業務を審議し議決、執行する。
4) 監事は業務ならびに会計について監査する。
第12条本協会の役員の任期は2年とし再任を妨げない。

　ただし、中途補充された役員の任期は前任者の残任期間とする。
②役員の任期中に園長になった場合でも、任期満了まで務めることを
原則とする。

＜第５章 理事会および委員会＞

第13条理事会は、理事をもって構成する。
②理事会は本協会の業務に関する重要な事項を議決し、執行する。
第 14 条理事会は会長が必要を認めたとき、又は理事の過半数の要請
がある場合に招集する。

②理事会の議長は会長とする。
③理事会は、定員の3分の2以上の出席で開催され、出席者 (当該事
項につきあらかじめ書面にて意志表示した者を含む。) の過半数の賛
成をもって議決する。

第15条本協会には顧問をおくことができる。
②顧問は本協会の事業に関し知識経験を有するもので、理事会の承認
を経て会長が委嘱する。

③顧問は理事会または会長の諮問機関とする。

＜第６章 資産ならびに会計＞

第16条本協会の資産は、次のとおりとする。
1) 付属細則に定める会費
2) 事業にともなう収入
3) 寄付金その他の収入
4) 財産目録に記載された財産
第17条本協会の資産は会長が管理し、その方法は理事会の議決による。
第 18 条本協会の会計年度は 4 月 1 日より翌年の 3 月 31 日までと
する。

第 19 条本協会の事業計画書および収支予算は会長が作成し、次年度
開始前に理事会の議決を経るものとする。

第20条毎事業年度終了後、事業報告書、収支計算書および貸借対照
表を会長が作成し、監事の監査を受け、理事会の議決を経るものと
する。

第21条当協会は剰余金の分配をすることができない。

＜第７章 規則の変更および解散＞

第22条本協会の規則は理事会の議決を経て変更することができる。
第23条本協会の解散は、理事の4分の3以上の議決を経なければな
らない。

第24条本協会の解散に伴う残余財産は、理事会において4分の3以
上の議決を経て、本協会に類似の目的を有する公益法人等の団体に
寄与するものとする。

＜第８章 補 則＞

第 25 条本協会の規則を施行するために必要な規定は、理事会の議を
経て別に定めることができる。

＜附 則＞

1本協会は原則として、政治活動は行わない。ただし必要と認めるとる
ときは、都度理事会の議決を経る。

2この会則は平成23年７月１日から施行する

この会則は平成２７年５月８日から施行する。

日本保育士協会会則



日本保育士協会
〒102-0083 東京都千代田区麹町3-5-1
  全共連ビル麹町館6Ｆ
TEL 03-5276-3851　  FAX 03-3265-8885
ホームページアドレス  http://www.hoikushi-kyo.jp/
Eメールアドレス hoikushi-kyo@hbvw.ftbb.net

容　内日月年　　

【理事会】
　第１回理事会

　第２回理事会

【監事会】

【研修会】

　第１０回日本保育士協会・実践研修会

　東京都　第一ホテル

　２０１４年度(第１回)研修会

　福岡市　アークホテルロイヤル福岡天神

　２０１４年度(第２回)研修会

　東京都　都市センターホテル

【部会】

　・広報部会  平成26年　8/23．10/25．12/19
 平成27年　1/23

　・調査研究部会  平成26年　8/1．11/17

　・協賛事業

大募集！
　あなたの園の『自慢話・自慢作品・自慢給食（おやつ）…』などなど、何でも募集中！
　日本保育士協会まで、郵送・FAX・メールでお送りください。
　　　　　　　　※ご応募いただいた方には粗品をお送りします。

　平成２６年７月
　　４日(金)、５日（土）

　平成２６年１１月
　　８日（金）

　平成２７年１月
　　２４日（土）

　日本保育協会青年部HUGプロジェクト
　福島の子ども達への応援イベントに協賛

　平成２６年
　　１１月７日（金）

　第４回理事会

　平成２７年
　　１月２４日（土）

　第５回理事会

　平成２７年
　　４月２７日（月）

日本保育士協会 平成26年度決算報告

　平成２６年
　　９月２６日（金）

　第３回理事会

　監事監査

事業報告書
（平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日）

　平成２６年
　　５月９日（金）

　平成２６年
　　７月３日（木）

（単位：円）

第１２期

（平成２６年４月１日～
平成２７年３月３１日）

【収入の部】

会費収入 63,523,880
研修会参加費 1,740,000
集金事務費収入等 1,639,452
受取利息 2,009

当期収入合計 66,905,341

前期繰越収支差額 9,453,119

収入合計 76,358,460

【支出の部】

管理事務費 21,134,697
人件費 5,683,205
旅費交通費 4,888,366
通信運搬費 1,276,077
印刷製本費 853,200
消耗品費 514,082
リース料 786,315
家賃 3,213,533
会員登録費 1,609,274
支払手数料 642,788
補助金 1,000,000
報酬他 667,857

事業費 53,985,921
謝金 1,605,952
旅費交通費 344,600
通信運搬費 5,875,765
印刷製本費 3,442,625
会場経費等 7,752,047
業務委託費 1,565,031
教材費 970,408
保険料 31,623,210
広告料他 806,283

当期支出合計額 75,120,618

当期収支差額 -8,215,277

次期繰越収支差額 1,237,842

決算報告書

科目

　平成27年度　日本保育士協会研修会予定表

　開催場所 　浦安市：ヒルトン東京ベイ

　開催日 　平成2７年11月７日（土）

　内容 　講演と実技（田園調布学園大学・高嶋景子/中谷真弓）

　開催場所 　東京都：砂防会館

　開催日 　平成28年1月23日（土）

　内容 　講演と実技（東洋大学・高山静子/ロケットくれよん）

2015年度（第1回）

2015年度（第2回）


