
 
 

 

 

 

 

 

つながろう 学びあおう 

子どももおとなも自分らしく 

平和な明るい未来のために 
                                 

201７年 1１月１０～１１日（金・土） 

会場：三谷温泉 ホテル明山荘  
愛知県蒲郡市三谷町鳶欠 14－1 

主催：全国民間保育園経営研究懇話会 

 

 

●日程                  ※当日のタイムテーブルは変更する場合もあります。                        

 

 

●会場および宿泊：ホテル明山荘 

 〒443-0021   愛知県蒲郡市三谷町鳶欠 14－1 

  TEL:0533-68-4641  FAX：0533-68-3870 

＜アクセス＞ ＪＲ東海道本線「三河三谷」駅下車、バスで５分（徒歩の場合 30 分かかります） 
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11/11 
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13:30～記念講演 

15:30  終了 



〇会場へのアクセス〇 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＪＲ東海道本線 時刻表 

 

 

 

 

 

 

 

 

お誘い 
  

全国でご活躍されている主任の皆さん、こんにちは。 

 

今回の主任セミナーは愛知で開催します。 

2018 年から改定される新保育所保育指針。保育の最終目標として新設された「幼児期の終

わりまでに育ってほしい姿」など新たな内容が提起されています。このことについて私たちは

どのように捉えたらよいのでしょう。特に「国旗・国歌に親しむ」ことについて、子どもたち

の未来は平和なものであってほしいと思っていますが、この文言が意味する背景に非常に怖さ

を覚えます。 

保育は、子どもの姿から出発するべきです…保育指針改定について真剣に学ばねばと思いま

す。また保育士不足をはじめとした、処遇改善も切実な問題です。私たちが望んでいるのは、

保育士全体の処遇の底上げなのに、キャリアパス制度により職員間に格差を持ち込むような状

況が生まれているように思います。 

そのようななかで、普段から職員たちの先頭に立って頑張っておられる主任の皆さんたちと

語り合いたい、一緒に学び交流を通して元気になって帰ってもらいたい、そんなセミナーにし

たいです。お会い出来るのを楽しみにしています。 

 

実行委員長 坂口 敏也（名古屋市 まつかぜ保育園） 

三河三谷駅からシャトルバスを、12 時～14 時

（15 分間隔）で運行します。14 時以降はホテル

へ連絡すればバスを手配します。 

名古屋駅発～三河三谷駅着  

11：17 →蒲郡駅で普通に乗換→ 12：04 着 

11：47 →蒲郡駅で普通に乗換→ 12：32 着 

12：02 →12：46着 

12：17 →蒲郡駅で普通に乗換→ 13：02着 

豊橋駅発～三河三谷駅着  

11：29 → 11：49着（普） 

11：59 → 12：19 着（普） 

12：03 →12：12着（快速） 

12：29  →12：49着（普）  

12：59 →13：19着（普） 

13：03 →13：12着（快速） 

※東京から新幹線で

来られる場合、豊橋

駅に停車する新幹線

が限られます（1時間

に 1 本程度）ので、

時間を調べてからお

越しください。 

 



 
 

 1日目＜１１月１０日（金）＞ １３：３０～１７：００ 

◆情勢報告    「保育・子育てをめぐる情勢と課題」（仮） 
  子どもの豊かな育ちを保障するために、子ども・子育て支援新制度の施行後の状況や保育条

件改善にむけた課題について学びましょう。 

◆シンポジウム  
  「主任・副園長の役割って？  

     ～園運営・職員集団づくり・保護者とのつながりあい～」 
 ・コーディネーター  清水玲子 氏  （元帝京大学） 

 ・実践報告      川上るり子 氏  （愛知・第一そだち保育園 主任） 

               阿部素子 氏  （京都・朱い実保育園 主任） 

              山田貴史 氏  （岐阜・はだしっこ保育園 園長） 

 

  新制度のもと、様々な課題が明らかになり、ますます保育園の果たす役割が重要になってい

ます。その中で現場では、体制の余裕がなく、勤務体制づくりに四苦八苦し、日々の業務に追

われ、職員集団づくりや次世代育成など、課題山積で悩んでいるのではないでしょうか。 

 このシンポジウムでは、そんな悩みを出しあいながら、主任や副園長の役割について、一緒

に考えあいます。 
 

◆夕食交流会 １８：００～１９：３０ ※できるだけご参加ください（宿泊されない方も参加可） 
 

2日目＜11月 11 日（土）＞ ９：３０～１５：３０ 

◆みんなで語ろう！つながろう！～分散交流会  
テーマ  ①一緒に子育て楽しみたいね －保護者との関係づくり－ 

②たのしんでますか？主任の仕事 －主任の役割って？－ 

③みんなで育ちあいたい －職員集団づくり、職員の育ちあい、研修－ 

      ④保育園の運営、どうしてる？―園長との連携、会議運営― 

⑤地域のなかの保育園の役割とは？―地域の保育要求― 

 ５つのテーマに分かれて交流します。全国の主任のみなさん、率直に悩みや思いを語り合い

聞き合い笑い合い、一緒に考えあってみませんか。 

※お申込みの際に、参加を希望するテーマ番号をご記入ください（第 2 希望まで）。 

 

  ◆記念講演   
   「子どもの貧困、何が原因？ いま社会で起きていること」  

さいき まこ 氏（漫画家） 
   プロフィール 漫画家。著書『陽のあたる家 ～生活保護に支えられて』（秋田書店）、『神

様の背中 ～貧困の中の子どもたち』（同）など。2014 年「貧困ジャーナリズム大賞」特

別賞を受賞。本年 10 月『助け合いたい ～老後破綻の親、過労死ラインの子』を刊行。

老老介護、子世代の失業、疾病や障害を持ったら…など、家族の困難をどう支え合えるか

を描く。 



●参加費・宿泊費等ご案内 

参加費     8,000 円（資料代含む） 

宿泊費    1２,８00 円（１泊２食付）（11/10 の夕食、11/11 の朝食つき） 

お弁当     1,２00 円（11/11 分） 

     ※近隣に飲食店がありませんので、注文をお勧めします 

 

＜注意＞ 

 ※旅館のため、和洋室に４～５名同室での宿泊になります。 

  同室希望がある場合は、申し込み用紙の備考欄にご記入ください。 

 ※宿泊はせず、夕食のみの参加希望の方は別途お問い合わせください 
 

●申込み方法 ＜参加証は入金を確認後、順次発送＞ 

別紙の「参加申込書」を FAX 送信のうえ、合計金額をお振込みください。 

①郵便振込の場合 

振込用紙に「主任セミナー申込み」と明記してください。 

 番号 00110－4－29519 加入者名 全国民間保育園経営研究懇話会  

②他の金融機関から振り込む場合  
 

 

 

 

 

  ＜参加申込書の記入について＞ 

  ・役職名およびその職種での経験年数をご記入ください。 

例 職種：主任 年数：2 年目（主任歴） 

・分散交流会の希望は、第 2 希望まで必ずご記入ください。希望人数により、第 2 希望の分 

散会になる場合がありますので、ご了承ください。 

    

＜申込み締切＞ １０月２０日（金） 

繁忙期のため、特に宿泊は締め切り日までに申し込みください。 
締め切り日以降は、電話にてお問い合わせください。 

    

＜キャンセル＞ 手数料をさしひき、返金いたします。ただし、宿泊費・参加費は、連絡の

ない場合及び当日は返金できません。 

  不明な点は下記までお問い合わせください。 

銀行名：ゆうちょ銀行 ／ 金融機関コード：９９００ ／ 店番：０１９ 

預金種目：当座  ／ 店名：〇一九店（ゼロイチキュウ店） 

口座番号：００２９５１９ 

お問い合わせ先：全国経営懇事務局（担当：水谷、井上） 

〒162-0837 東京都新宿区納戸町２６－３ 保育プラザ 

TEL：０３－６２６５－３１７４  FAX：０３－６２６５－３１８４ 



第 １４ 回 主 任 セ ミ ナ ー 参 加 申 込 書 
                              ※該当する金額に○をつけて合計額を記入してください。 

お名前 

フリガナ 
法人名・園名 

職名・その職種

での経験年数 
分散交流会 

の希望 
参加費 

宿泊費 

(２食付) 
お弁当 合計 

備考欄 

（同室希望など） 

フリガナ 法人名 主任など職名 
 

第１希望 

8,000円 12,800円 1,200円 

 

 

円 

 

園名 年 第２希望 

フリガナ  法人名 主任など職名 

 

第１希望 

8,000円 12,800円 1,200円 

 

 

円 

 

園名 年 第２希望 

フリガナ 法人名 主任など職名 

 

第１希望 

8,000円 12,800円 1,200円 

 

 

円 

 

園名 年 第２希望 

フリガナ 法人名 主任など職名 

 

第１希望 

8,000円 12,800円 1,200円 

 

 

円 

 

園名 年 第２希望 

参加証 送付先（自宅・職場）保育園の場合は園名までお書きください。 

〒 

 

  TEL   （     ）          FAX   （     ） 

FAX ０３－６２６５－３１８４    １０月２０日（金）締切 


