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Nippon Childcare professional Association

会員募集中：入会資格・会費・会員期間
−低廉で安心の賠償責任保険付−

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。
保育士資格所有者…原則として、社
入

会

資

格

会福祉法人が運営する保育所等に勤

補償限度額

補償内容

補償限度額
（保険金額）

務されている方（平成29年度より）
年
会

会
員

費
期

間

2,000円
（保育士賠償責任保険の保険料を含む）

賠償責任

１事故 １億円

（人格権侵害を含みます。
）

自己負担額 1,000円

事故対応特別費用

期間中 500万円

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

被害者対応費用
（お見舞金）

お見舞金は…
死亡時
50万円
死亡以外 3万円
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平成30年度（第１回）日本保育士協会
〜たっぷり

いっぱい

研修会

ロケットくれよん！！〜

日時：６月２日（土）13：30〜16：55

場所：金沢東急ホテル

保育雑誌『ひろば』で連載中、子どもたちや保育士に絶大な人気を誇るロケットくれよんさ
んを金沢にお呼びして、「ロケットくれよんの歌って踊ってふれあって〜ワクワクドキドキあそ
びうた大集合〜」と題して、実技研修会を開催しました。
前半後半たっぷり３時間、ロケットくれよんを堪能し、笑顔や元気をしっかりと充電できた
研修会になりました。

研修会で使われた曲は
♪テヘソ
♪ゆうえんちでおおさわぎ
♪パンパカパーンパイナップル
♪フクロウ今夜も歌います
♪でんしゃがはしる
♪ミミズトンネル
♪じゃんけんジョイ などなど
HoickCDブック２
『じゃんけんジョイ！』
より

会場の先生と一緒にうた遊びを楽しみました。

すぐに覚えられるリズム・歌・ダンスなのでみ
んなで歌って、踊りました！！

＊ロケットくれよんは、山口たかし・高田さとしの2人組。鳥取県在住のあそびうたデュオ。
それぞれ保育士として勤務した後、2004年、ロケットくれよんを結成。全国でファミリー
コンサート、保育者向け講習会等を行っています。

2

日本保育士協会ニュース NO.28

〈ロケットくれよんFacebookより〉
６．
２ロケッツ初金沢☆無事に前のりして、今日は、日本保育
士協会さん主催の保育士セミナーでした♪
加賀１００万石まつりとかぶってしまったため、２３名と参加
人数は少なめでしたが、すごい近い距離感で、
１部２部、
１時
間３０分ずつ計３時間、歌って遊んできました♪たかしくんの
天然もかなりいい感じ（笑）ノリがいい先生ばかりで、笑いがいっぱいのセミナーとなりま
した。できたてホヤホヤのじゃんけんジョイ！から新曲のオンパレード♪どれも手応えバッ
チリ☆場数をふんでもっともっとパフォーマンスを上げていきたいです。

保育士の時のお話なども聞けて、とても
楽しかったです。

これからの運動会・発表会などにも使えそ
うな曲・踊りなどがあり、みんな楽しく踊
りました！！

☆アンケートより

★とても楽しかったです。新しい曲も教えて頂き、すぐに使えるものばかりで早く実践したいと思いました。
曲によっていつ使うかといった場面での使い分けも分かりやすく勉強になりました。
★日常の子どものつぶやきの中からの気付き等で、歌や遊びが生まれ、又、それが子どもたちの保育に活
かされていく素晴らしさを感じました。今後の保育で実践させて頂きます。とても楽しい研修でした。
★色々なダンスや手遊びを教えていただき、保育園でもやってみたいと思いました。素敵な歌もたくさん
聞けて楽しい時間が過ごせました。また機会があったらロケットくれよんさんのステージを見たいと思
いました。
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〜頑張っている保育士の皆さんに癒しの時間を〜

ホッとできるココロとカラダを取り戻そう！
疲れたカラダを癒すには？呼吸で自律神経を整える。ヨガで不調を改善する。
毎日元気な子どもたちと向き合い続ける保育士というお仕事。子どもたちのため、家族のため、社会の
ため、と周りの人に尽くすことも大切ですが、まず何よりも自分自身を整えましょう。
私たちのカラダは、ストレスを感じると交感神経が優位になります。長期に渡りストレスにさらされる
ことで、副交感神経へ切り替えにくくなり、自律神経の乱れにつながります。
全身のだるさや疲れが取れない、肩こりや腰痛、脚のむくみなど、カラダの不調を感じている方もいる
と思います。溜まった疲労物質を流し、心身を緊張から解き放つセルフケアで、ガンコな疲れを少しずつ
解消していきましょう。
ヨガでは深い腹式呼吸を意識しながら行います。呼吸で肺や横隔膜を動かすと、全身の血流を良くし、
自律神経のバランスを整えることができます。そして筋肉の緊張と弛緩を繰り返しながら、カラダの弾力
を取り戻し、リセットしていく効果もあります。疲れている時こそ無理をしないヨガを。
ココロとカラダをリフレッシュする時間を作りましょう。
◆肩こり・・・カラダの緊張から血行が悪くなり、疲労物質が貯まることで
痛みが生じる。
【ツボ押し】合谷（ごうこく）
親指と人差し指を開いたときに２本の指の骨が合わさる付け根。
手の甲のへこみ部分にあるツボ。
【ヨガ】鷲のポーズ（ガルダ・アーサナ）
背中を広げることで、肩のこりをほぐす。落ち着きを与えてくれる。
１．左肘の上に右肘を重ねる。
２．両肘を曲げ、手のひらを合わせて、そのまま 30 秒ほどキープする。
反対も同じく行う。
◆疲れ・だるさ・・・何をするにも億劫になる全身の疲労感。睡眠をとっても、
翌朝疲れが残る。
【ツボ押し】湧泉（ゆうせん）
土ふまずのやや上、足の指を曲げたときに、ちょうどくぼむところ。
【ヨガ】合蹠（がっせき）のポーズ
骨盤周りの血流を促し、巡りをよくする。背中の緊張をほぐす。
１．足裏同士を合わせて座る。
２．背中や首を楽にして前に倒し、ゆっくり呼吸しながら 30 秒ほど
キープする。
◆腰痛・・・背骨のゆがみ、立ち方、血流の悪さなどの原因で起こることが多い。
【ツボ押し】委中（いちゅう）
親指を膝のうしろにいれ、お皿にむかって押し上げ、イタ気持ちいいと
ころ。
【ヨガ】ねこのポーズ
背骨や腰回りを動かして柔軟にし、血流をよくする。自律神経を整
える。
１．四つ這いになり、吐く息で背中を丸め、おへそをのぞきこむ。
２．吸う息で腰を反らせて、背骨の滑らかなカーブを。呼吸のテンポ
に合わせて、何度か繰り返す。
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◆冷え・むくみ
【ツボ押し】三陰交（さんいんこう）
内側のくるぶしの一番高いところから、指４本分上がったところの、
骨と筋肉の境い目です。
【ヨガ】足あげのポーズ
内臓を刺激して、便秘の解消。背骨や腰回りを緩めて、血流を促す。
１．両手、両足を上げて、ブラブラさせる。
２．両膝を抱えて、背中や腰の力を緩め、呼吸を繰り返す。

◆リラックス
【ツボ押し】神門（しんもん）
手首の曲がりジワを小指側へなでてゆき、骨の出っぱりの手前で指
が止まるところ
【ヨガ】寝た合蹠（がっせき）のポーズ
緊張しやすい股関節や太ももの内側を緩めていく。全身を大地に
ゆだねて、呼吸を感じて身体も頭もリラックスしていく。

◆ペアヨガ
仕事の合間や休憩時間に、疲れたな、少しだるいな、と思ったら、是非ツボ押しやヨガのポーズを
取り入れてリフレッシュしてみてはいかがですか？
最後に紹介したペアヨガは、一人で行うよりも気持ちよく体を伸ばしたり、ねじることが出来ま
す。職場の先生方と会話を楽しみながら、気持ちよく休憩時間を過ごすのもいいですよね。写真を見
ながら是非挑戦してみてください！
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TOKYO保育園フェア２０１８を訪れて…

待機児童数全国一位の東京都では、待
機児童解消に向けて急速に保育の受け皿
拡大を目指してきています。そんな供給
増加に対し、保育士のなり手が不足して
いるために、深刻な保育士不足に陥って
いるそうです。このため、どこの保育施設
でも保育士確保に力を注いでいる状況が
続 い て い ま す。こ れ は 東 京 や 都 市 部 に
限ったことだけではなく、全国的に保育
士確保に向けた独自の取り組みを行って
いる自治体や団体が増えてきています。
今年、そのような動きにおいて特に象徴的だったのが、2018 年８月に有楽町
の国際フォーラムで行われた、TOKYO 保育園フェア 2018 だったように思わ
れます。
主催は一般社団法人 東京都民間保育園協会（会員園 1051 園 平成 30 年８月）
会期は、３期に分かれ、
2018 年 ６月 23 日・24 日 ベルサール秋葉原
７月 ７日
立川グランドホテル
8 月 25 日・26 日 東京国際フォーラム
の 5 日間で延べ 300 法人が出展し、1000 人以上の動員を見込んでいるそう
です。
会場のインパクトもさることながら、就職お祝い金制度というシステムにも
驚きを受けました。この制度に参加したフェア参加者が出展法人への就職が決
まると、入職後 6 か月以内にお祝い金が払われるという仕組みだそうです。
また、出展法人によるフォトコンテストブースが設けてあり、保育中の子ども
たちの姿の可愛さや面白さを味わえるとともに、参加保育園の保育の一コマを
垣間見ることができるなど一石二鳥の試みがなされていました。
（コンテスト入
賞作品園には数十社に及ぶ協賛企業さんからの豪華景品が贈られるそうです）
また、ステージブースでは、E テレなどで活躍していた谷本賢一郎さん（フッ
クブックロー・けっさく君）久保田雅人さん（つくってあそぼ・わくわくさん）
などのトークショーやコンサートがあり、観覧者を大いに沸かせていました。
各ブースをスタンプラリー形式で回ると豪華景品の当たるくじに参加できた
り、民間保育協議会オリジナルマスコットキャラクター「みんぽっぷちゃん」と
写真を撮影したりと会場全体に参加者を楽しませるアクティビティが多数配置
されていました。
さすがにここまでの規模の就職フェアを全国で、というには無理があるかも
しれませんが、これからは保護者、子どもたちだけではなく、保育従事希望者に
もさまざまな情報アプローチが必要になってくる時代という事を肌で感じられ
る機会でした。
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ブースごとに園の特色を知ってもらえるように、
様々なレイアウトを施している。
中には、カフェのようにおしゃれなレイアウトも。

パーテーションには参加園がどの地域にあ
るのか、地図によって地域別にまとめられ
ている。

通勤状況や労働環境、地域などの相談にこ
たえるために保育コンシェルジュが常駐し
ている。

フォトコンテストブース。

民間保育協議会マスコットキャラクター
「みんぽっぷ」ちゃん。

豪華賞品くじ

7

本当に商品が豪華。

日本保育士協会

平成29年度決算報告

事業報告書

決算報告書

（平成２９年４月１日～平成３０年３月３１日）
年 月 日

（単位：円）

内 容

平成２９年度
科 目

【理事会】
平成２９年
５月１２日（金）

第１回理事会

平成２９年
６月３日（土）

第２回理事会

平成２９年
９月１５日（金）

第３回理事会

平成２９年
１１月８日（水）

第４回理事会

平成３０年
１月２０日（土）

第５回理事会

【監事会】
平成３０年
５月１１日（金）

【収入の部】
会費収入
研修会参加費
集金事務費収入等
受取利息
雑収入

収入合計

【支出の部】
管理事務費
人件費
旅費交通費
通信運搬費
印刷製本費
消耗品費
リース料
家賃
会員登録費
支払手数料
業務委託費
什器備品費
損害保険料
保守管理料
その他
事業費
謝金
旅費交通費
通信運搬費
印刷製本費
会場経費等
広告費
教材費
保険料

14,842,841
4,237,414
1,498,115
983,043
390,912
103,671
1,007,033
2,469,472
2,199,591
488,940
916,000
162,676
74,458
10,000
301,516
38,954,307
217,537
5,900
1,157,604
2,667,489
1,282,984
13,500
16,000
33,593,293

前期繰越収支差額

監事監査

平成２９年
６月３日（土）

平成２８年度（第１回）研修会
東京都 千代田放送会館

平成２９年
１１月８日（水）

平成２９年度（第２回）研修会
東京都 つくしんぼ保育園

平成３０年
１月２０日（土）

平成２９年度（第３回）研修会
東京都 千代田放送会館

【部会】
平成２９年 ８/１８．１２/８

当期支出合計額

・調査研究部会等

66,752,950
443,000
1,605,796
97
5,200
68,807,043
13,299,606
82,106,649

当期収入合計

【研修会】

・広報部会

（平成２９年４月１日～
平成３０年３月３１日）

平成２８年７月発行の実態調査報告書を研修

当期収支差額

参加者全員に配布、概要をニュースNO.２６に掲載

次期繰越収支差額

53,797,148
15,009,895
28,309,501

平成30年度 一般社団法人 日本保育士協会研修会予定表
NHK文化センターとの共催企画ついに実現！！！

平成30年度（第２回）

開催場所

東京都：千代田放送会館

開催日

平成３０年１１月１７日（土）

内容

『ニュースウオッチ９』斉田さんの天気予報がわかるコツ
NHK気象キャスター 斉田 季実治
ことばの不思議！ことばおじさんの納得日本語塾
元NHKエグゼクティブアナウンサー 梅津 正樹

*第３回の研修会を１月19日（土）千代田放送会館で開催する予定です。詳細は決定しだいHP等でお知らせいたします。

〒102-0083

一般社団法人

日本保育士協会

東京都中央区日本橋横山町3-8
Ｕ・Ｍビル３Ｆ
TEL 03-6825-8803
FAX 03-6825-8802
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

