
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月
・辞令交付 ・親和会役員会 ・主任者職員研修会 ・中堅職員研修会 ・上級職員研修会
・新任職員研修会 ・協会役員会（決算・補正予算等） ・内部経理監査 ・夏祭り建替え工事の為中止 ・内部監査（各施設）
・施設長研修会

毎月　施設長会
隔月　落成式、80周年記念式典会議

・入所児春の健康診断 ・子どもの日 ・熊本県乳児部会 ・七夕まつり ・講演会 ・運動会
・事務担当者部会総会、研修会中止 ・ケースワーカー部会総会、研修会 ・家庭支援専門相談員　児相打合せ ・全国乳児院職員研修会 ・職員健康診断 ・入所児秋の健康診断
・いちご狩り中止 ・給食担当者部会総会、研修会 ・事務担当者部会研修会 ・一泊保育 ・家庭支援専門相談員　児相打合せ
・院内消毒

毎月　保育例会　主任者会議
　　　職員会議　避難訓練
隔月　両親学級
随時　赤ちゃん教室
・進級式 ・芋苗植え・凧揚げ体験（年長・年中） ・フッ素うがい・歯磨き指導（年長・年中） ・たなばた ・人形劇観劇（卒園児・１年生招待）
・クラス懇談会 　　　　カントリーパーク行き ・プール開き ・夕べの集い（年長）
・試食会 ・園児・内科健康診断 ・歯科検診
・キャンドル作り（年長） ・お見知り遠足(二の丸公園）
・幼年消防クラブ結成式
毎月　誕生会・職員会議
　　　避難訓練
　　　英語・体育教室(年長・年中組）
　　　書き方教室（年長組）
・新入園児家庭訪問 ・こどもの日 ・歯と口の健康週間 ・七夕のつどい ・個別面談会 ・プール納め／プール解体
・新年度保育説明会／保護者会総会 ・健康診断（内科） ・時の記念日 ・健康診断（歯科） ・熊日童話会
・対面式 ・お見知り遠足 ・熊日童話会

・交通安全教室 ・夕涼み会
毎月　避難訓練 ・プール組立／プール開き
　　　身体測定
　　　誕生会 ・田植え体験（年長児）
　　　体育教室（年少・中・長児） ・お泊り保育（年長児）
　　　かきかた教室（年長児） ・幼年消防クラブ結成式（年長児） ・子ども文化会館体験（年長児）
・進級式 ・園児健康診断 ・園児歯科検診 ・七夕かざり(老人会との交流) ・クラス懇談会・食育(2歳) ・園外保育(雑草の森)
・お見知り遠足(18日） ・ロアッソ熊本　サッカー体験 ・ヴォルターｽﾞバスケットボール体験 ・七夕まつり 　給食試食会 ・池田7町内敬老会参加
・幼年消防クラブ結成式 ・ホタル観賞 ・プール開き ・卒園児との交流(お泊り保育) ・ディサ-ビス訪問 ・プール納め
・たけのこ掘り ・防災センタ-見学 ・クラス懇談会・食育(3歳・4歳) ・池田7町内なつまつり ・交通安全教室 ・クラス懇談会・食育(１歳)
　毎月(週1)　職員会議（ケ-ス会議） ・さつまいも植え 　給食試食会 ・クラス懇談会・食育(5歳) 　給食試食会

　給食試食会
 毎月　避難訓練
       誕生会
(隔月)特別養護老人ホ-ム交流会
・前年度受注及び利用者支援反省会 ・県社会就労センター協議会施設長会議 ・県社会就労センター協議会　研修会 ・年度４半期受注及び利用者支援打合せ・反省会 ・施設利用者、保護者説明会 ・利用者健康診断
・施設利用者春季レクリエーション ・市施設連合会総会 ・ほっとはぁーとマーケット ・全国社会就労センター総合研究大会 ・ミニ夏祭り ・ほっとはぁーとマーケット
・ほっとはぁーとマーケット ・ほっとはぁーとマーケット ・ミニ文化祭

毎月　職員会議　施設利用者支援会議
個別支援計画アセスメント会議
隔月　避難訓練
適時　自主勉強会　地域周辺清掃支援
利用者面接　買い物支援
・前年度受注及び利用者支援反省会 ・市知的障害者施設協会　熊本市 ・市知的障害者施設（ブロック）長 ・七夕祭り ・個別支援計画アセスメント会議 ・全国知的障害者・職員研修会
・施設利用者春季レクリエーション 　との意見交換会 　会議 ・年度４半期受注及び利用者支援 ・熊本県知的障害者福祉協会 ・工賃向上研修会

・市施設連合会総会 ・知的施設全国施設長会議 　打合せ・反省会 　相談支援部会 ・はーとマーケット販売会
毎月　職員会議　個別支援会議 ・県授産施設協議会施設長会議 ・県社会就労センター協議会研修会 ・全国社会就労センター総合研究 ・農福連携情報交換会 ・利用者健康診断
隔月　身体測定 ・県知的障害者施設協会評議員会 ・館内消毒 　大会
毎日　体温測定　歯磨き ・県知的障害者施設協会施設長会議 ・九州地区知的障害関係職員研修
随時　余暇活動  地域周辺清掃 ・障がい者スポーツ大会販売会   大会
      避難訓練　実習受入れ ・市知的障害者施設(ブロック)長
　　　販売会・展示会出展　健康診断 　会議
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10月 11月 12月 １月 ２月 ３月
・役員会 ・就業規則審議会 ・協会新年会 ・役員会（補正予算等） ・役員会（補正予算・当初予算等）

・年末調整 ・親和会総会
・内部経理監査

・院内消毒 ・七五三 ・クリスマス会 ・節分 ・ひな祭り
・ケースワーカー部会研修会 ・熊本県乳児部会 ・年末慰問 ・給食担当者部会研修会 ・家庭支援専門相談員　児相打合せ
・全国乳児院協議会施設長研修大会 ・講演会 ・家庭支援専門相談員　児相打合せ ・九州乳児院施設長会

・みかん狩り ・九州乳児院研究大会
・事務担当者部会秋季研修会 ・講演会
・ケースワーカー部会秋季研修会 ・職員健康診断

・芋掘り（年中・年長） ・生活発表会 ・交通安全教室 ・節分、豆まき ・ひな祭り
・保育参観 ・防災センター見学（年長） ・もちつき ・ブラッシング教室 ・卒園記念写真撮影 ・お別れ遠足
・園児内科健康診断 ・社会見学（勤労感謝） ・みそつくり（年長） ・新幹線【車両基地】見学　（年長） ・熊日童話会 ・卒園式・茶話会
・運動会 ・小学校見学 ・幼年消防クラブ終了式

・お別れ会食会
・新入園児保育説明会

・運動会 ・七五三 ・祖父母参観 ・人形劇観劇会 ・節分豆まき会 ・ひなまつりのつどい
・芋ほり遠足 ・消防署訪問 ・発表会 ・全クラス写真撮影 ・テーブルマナー体験

・健康診断（内科） ・もちつき会 ・お別れ会遠足
・クリスマスの集い ・新入園児説明会／オリエンテーション

・卒園式
・なわとび大会（年中・年長児）
・新幹線車両基地見学（年長児）
・ロアッソキッズサッカー体験（年長児）

・稲刈り体験（年長児） ・クリスマスキャンドル製作（年長児） ・アイススケート教室（年長児） ・小学校見学（年長児） ・幼年消防クラブ解散式（年長児）
・園児健康診断 ・社会見学 ・保育発表会(20日） ・地域の新年祭 ・節分、豆まき ・ひな祭り
・報徳たけのこ運動会(10日) ・県下一斉保育所ボランティア活動 ・クリスマス会・誕生会 ・ディ・サ-ビス訪問 ・幼年消防クラブ終了式 ・お別れ会食会・恐竜会館見学
・人形劇観劇(22日) ・クッキング教室・食育 ・クッキング教室・食育 ・記念撮影(卒園児) ・小学校授業体験 ・町内文化祭参加
・秋の収穫祭(さつま芋堀) ・クッキング教室・食育 ・写真撮影 ・お別れ会
・クッキング教室（10月〜2月） ・熊本歯科技術専門学校訪問 ・安心・安全教室 ・卒園式第リハーサル

・クッキング教室・食育 ・卒園式
・AED講習会（全職員） ・新年度保育説明会
・さすまた操作（全職員） ・新クラス懇談会

　新入園児保育説明会
・秋季レクリエーション ・九州授産施設（セルプ）研究大会 ・仕事納め（大掃除･上映会） ・仕事始め ・全国社会就労センター長研修会 ・棚卸し
・全国社会就労センター研修会 ・障がい者福祉施設販売会 ・県社会就労センター協議会施設長会 ・鏡開き ・障がい者福祉施設販売会 ・市施設連合会施設長職員研修会
・職員健康診断 （イオンモール熊本) ・年度4半期受注及び利用者支援打合せ･反省会 （ゆめタウン光の森） ・県社会就労センター協議会施設長会議

・工賃向上支援研修会 ・障がい者支援施設等展示・商談会 ・県社会就労センター協議会　研修会 ・オハイエ音楽祭　販売出展
・工賃向上支援研修会
・ほっとはぁーとマーケット

・年度４半期受注及び利用者支援 ・県知的障害者施設協会職員研修会 ・仕事納め（大掃除） ・仕事始め ・豆まき ・市施設連合会施設長職員研修会
　打合せ・反省会 ・九州授産施設（セルプ）研究 ・クリスマス会 ・年度４半期受注及び利用者支援 ・個別支援計画アセスメント会議 ・県授産施設協議会施設長会議
・施設利用者秋季レクリエーション 　大会 ・県授産施設協議会施設長会議 　打合せ・反省会 ・全国経営協セミナー ・県知的障害者施設協会評議員会
・全国就労センター専門研修会 ・九州地区知的障害者関係施設職員 ・県知的障害者施設長会議 ・市知的障害者施設(ブロック)長 ・全国社会就労センター長研修会 ・県知的協ブロック施設長連絡会
・ミニ秋祭り 　研修会 ・就労施設商品展示会 　会議 ・県社会就労センター協議会研修会 ・県社会就労センター施設長会議
・九州地区知的障害関係施設長 ・工賃向上支援研修会 ・県知的障害者施設協会施設長会議 ・九社連授産施設協議会
　研究大会 ・ミニ文化祭 ・工賃向上支援研修会 ・はたらく部会
・中堅職員研修 ・はたらく部会 ・はーとマーケット販売会
・利用者健康診断
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令和２年度　事務局及び各施設の主要事業計画案（10月～3月）
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