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      平成２７年度事業報告書
 

実施 月 日 行  事  名 

27年4月   1 居室移動日 花見レクリェーション「焼き肉会」調理実習 

 3 レクリェーション「まほろばの里」  

 4 調理実習  

 5 レクリェーション「苺狩り」 調理実習 

 6 総合避難訓練  

 7 火曜会･年度初め式 高岡小中学校「始業式」 

 8 高岡中「入学式」高岡幼稚園「始業式」本庄･日章・中央支援学校「始業式」 

 9 高岡小入学式                   

 10 本庄高校「入学式」  九州ブロック球技大会会議 

 11 英語ボランティア  

 13 高岡幼稚園「入園式」  

 
18 

高岡幼稚園参観日ＰＴＡ総会 カッパ座公演観劇招待 

高岡小・中・本庄高校参観日PTA総会  

 19 アフターケア（大山翔）  

 20 火曜会  

 21 本庄高校1年生宿泊学習 本庄高校遠足 

 23 日章学園遠足  

 24 中央支援学校参観日 性教育委員会 身体測定・身だしなみ確認  

 25 高岡小・中家庭訪問  

 27 児童協第1回役員会県社協総会  

 28 研修委員会  

 29 県臨床心理士総会  

    5月 2 G･Wレクリェーション：調理実習 

 3    〃   雨天のため図書館 
 4    〃 映画･外食 調理実習 ラウンドワン･外食 

 5    〃 カラオケ・外食 高岡牧場・温泉・外食 
 6    〃 穆佐城祭り  

 10 障害者スポーツ大会  

 11 アフターケア  

 
13 

火曜会・居室点検日 中学校との合同処遇打合せ会 
日章学園家庭訪問  

 14 幼児ケース検討会 高岡小「6年修学旅行」 

 15 レクリェーション「綾てるは図書館」  

 16 日章学園「参観日・PTA総会」  

 18 学童ケース検討会開始 児童協研修委員会 心理士委員会 

 
19 

社会福祉法人経営協総会経営セミナー 本庄高「中間考査」 

本庄高家庭訪問 

 20 日章学園「中間考査」 家庭支援専門委員会 

 21 高岡中「中間考査」  

 22 園内研修「足立先生講義」  
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実施 月 日 行  事  名 

5月   23 中央支援学校運動会 高岡幼稚園親子遠足 

 24 身体測定  

 25 性教育委員会 青少年問題調査研究会 新任職員研修 

 27 高岡小「風水害避難訓練」 

 28 火曜会・居室点検日 第1回市社協評議会 

 29 高岡小「遠足」 

 30 レクリェーション「霧島えびの高原」 

 31 レクリェーション「霧島えびの高原」  

6月 4 
職場研修企画者養成研修～5日迄 高岡中「私立高校説明会」  

スポーツ部会 

 
6 

社会福祉法人再生会法人理事会 

レクリェーション「蛍鑑賞」 

 7 レクリェーション「蛍鑑賞」 高岡小「奉仕作業」 

 9 九州ブロック研修大会 11日迄 

 10 高岡小5年生「宿泊学習」 

 12 火曜会･献立検討会 中央支援学校参観日 アフターケア 

 13 高岡幼稚園「スポーツカーニバル」 調理実習 

 14 調理実習 県臨床心理士会 

 15 児童協「施設長会議」 調査研究委員会 

 16 小学校との連絡会 中堅職員研修～17日迄 スポーツ部会 

 18 高岡中「参観日」 

 20 高岡幼稚園「参観日」  

 21 松浦氏との交流会  

 22 火曜会･居室点検 離職防止セミナー 

 23 労務管理研修 

 24 高岡小6年社会科見学 児童協スポーツ部会 

 
25 

安全委員会方式研修～26日迄 高岡中3年県立高校説明会 

高岡中「サッカー部総会」 

 26 高岡地区特別支援学級特別学習 LSW研修 

 27 ファミリーコンサート 宮崎学園短大見学実習 

 28 宮崎学園短大見学実習  

 29 高岡中3年定期テスト 性教育委員会 栄養士研修 

 30 本庄高期末テスト  

7月  1 労務管理研修Ⅱ  

 3 高岡小参観日  

 
4 

高岡中修学旅行～6日迄 修学旅行代替特別レクリェーション 

日大高校オープンスクール 

 6 心理士委員会 第1回九社連調査研究部委員会 就職活動~東京 

 8 性教育委員会  

 9 火曜会・居室点検日  

 10 高岡小参観日 高岡幼稚園「お泊まり保育」  児童協スポーツ部会 

 11 中央支援学校「夕涼み会」 「アビリンピック」 

 12 レクリェーション「ふれあいバスツアー」 心理士会 

 14 交通安全見守り活動  
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実施 月 日 行  事  名 

7月 15 労務管理研修Ⅲ 高岡小CPR講習会 性教育委員会 

 
17 

日章学園1学期終業式 児童協スポーツ部会  

児童協球技大会監督者会議 

 18 レクリェーション「油津港祭り」 高岡幼稚園終業式 

 19 高岡幼稚園「夏祭り」 

 20 レクリェーション「海の日招待」 

 
21 

火曜会･メンタルヨガ 児童協臨時施設長会 家庭的養護推進会議 

家庭訪問 

 22 本庄高校・高岡小・中1学期終業式 

 23 日章学園 「二者面談」  

 24 中央支援学校終業式 高岡中「三者面談」 

 25 レクリェーション「えれこっちゃ宮崎」日章学園「三者面談」 

 26 レクリェーション「てるは図書館上映会」 

 27 レクリェーション「白浜キャンプ」  

 28 支援学校PTA主催勉強会 本庄高校体験入学 高岡中「三者面談」 

 
29 

アフターケア（内村力也） 身体測定 高岡中「三者面談」 

本庄高「三者面談」  

 
30 

日章学園登校日 厨房害虫駆除 消防設備点検 

レクリェーション「白浜キャンプ」  

 31 日章学園オープンスクール  

8月 1 高岡幼稚園同窓会 園外保育「綾てるは図書館」 

 2 レクリェーション「白浜海水浴」  

 
3 

火曜会・居室点検日 高岡小中学校登校日 

高岡小学校との合同処遇会議 

 4 高岡小・中サマースクール レクリェーション（一つ葉ビーチ）  

 5 児童協ソフトボール大会 

 6 レクリェーション（サイクリングターミナルプール） 

 7 本庄高校登校日  

 8 レクリェーション「宮崎納涼祭り」「高岡夏祭り」 

 
9 

夏季一時帰省開始~16日迄 残園児レクリェーション~16日迄 

家庭訪問  

 11 施設球技九州大会宮崎大会役員会  

 12 児童協施設長会  

 17 宮崎学園短期大学施設実習~24日迄  

 18 レクリェーション「青井岳キャンプ」  

 19 施設球技九州大会宮崎大会~21日迄  

 20 火曜会･居室点検日 高岡小・中登校日 

 21 OJTスキル研修  

 23 高岡中奉仕作業 綾川遊泳 

 24 延岡児童相談所現況調査 佐賀大学職場研修 

 26 中央児童相談所現況調査  
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実施 月 日 行  事  名 

8月 27 本庄高校始業式 

 28 都城児童相談所現況調査 

 29 宮崎学園短期大学施設1日実習 

 30 宮崎学園短期大学施設1日実習 

 31 宮崎学園短期大学施設実習~9/7迄 焼き肉会  

9月 1 

火曜会･居室点検日 高岡小中･幼稚園「登校開始」 日章学園・本庄

高校「始業式」 中央支援学校2学期始業式PTA総会  

国税調査員打ち合わせ 本庄高インターンシップ 

 3 児童福祉司任用資格講習会~4日迄  

 5 ふれあい福祉十六夜祭ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 

 6 高岡小奉仕作業  

 7 南九州大学実習生実習開始~16日迄  

 8 九社連第2回調査研究員会議  

 10 児童協スポーツ部会  

 11 園内研修「第2回足立先生講義」  

 12 日章学園体育祭  

 13 高岡中「体育祭」  

 14 心理士委員会  

 15 チームリーダー研修~16日迄  

 16 宮崎学園短期大学施設実習開始  

 17 火曜会・献立検討会  

 18 性教育委員会  

 19 SWレクリェーション「歩こう会」  

 20    〃     「生駒高原」  

 21    〃   「こどものくに」  

 22    〃   「こどものくに」  

 23   〃 「工場見学・平川動物園」  

 25 就職試験「報謝会」  

 27 高岡小「運動会」  

 28 代休レクリェーション「市立図書館」  

 29 代休レクリェーション「大淀川学習館」  

10月  1 高校文化祭  

 3 高岡幼稚園運動会 民生委員との交流会 

 4 九州自閉症協議会  

 6 火曜会・居室点検  

 7 日章学園・本庄高校中間テスト 性教育委員会 

 8 高岡小中学校1学期終業式 中央地区里親制度普及促進大会  

 9 レクリェーション「DVDレンタル」  

 10  〃   「韓国岳登山」  

 11 〃   「韓国岳登山」「カヌー体験」  

 12 〃  「道の駅なんごうウォークラリー」  
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実施 月 日 行  事  名 

10月 13 児童福祉施設職員研修～2日間 四者協議 

 14 高岡小中学校2学期始業式 小学校との連絡会 性教育研究会 

 15 高岡小中学校代休 

 17 高岡小中学校合同穆園学習会 

 20 火曜会 本庄高校「三者面談」  

 
21 

高岡幼稚園みかん狩り 性教育委員会 防火研修会 

第2回調査研修委員会  

 22 児童協研修委員会 リーダー研修～23日迄 

 23 高岡小2・4・6年参観日  

 24 栄養士研修  

 25 松下新平氏とのみかんちぎり  

 
27 

高岡幼稚園遠足 本庄高校代休 高岡小6年陸上競技大会 

職場研修企画者養成研修  

 28 施設長会  

 29 性教育委員会  

 30 高岡小1・3・5年参観日 日章学園・本庄高校文化祭～31日迄 

 31 中央支援学校文化祭 県臨床心理士会 

11月 1 
高岡小2年レクリェーション 中央支援学校パラリンピック 

本庄高校体育祭 

 2 中央支援・本庄高校・日章学園代休  

 3 レクリェーション「芋掘り・焼き芋」 

 4 火曜会・居室点検・ヨガ スポーツ部会 

 5 健康診断  

 6 就学時検診  

 7 健康診断  

 8 小学1年学年レクリェーション 

 9 高岡中学校「ケース会議」  

 11 小学4年麦種まき活動 駅伝大会監督者会議・スポーツ部会 

 12 高岡中参観日 施設長資格認定講習～16日迄 

 15 高岡小フリー参観・PTAバザー 日章学園臨時登校（サッカー応援） 

 
16 

家庭里親支援委員会 高岡小代休・遠足おやつ購入 健康診断 

高岡中学校中間テスト 学びのスクール現場実習 心理士委員会 

 17 火曜会・居室点検日・ヨガ 日章学園代休 

 18 性教育委員会  

 20 高岡小遠足  

 21 レクリェーション「カンカン市スペシャル！秋祭り」 

 22 レクリェーション「去川イチョウ祭り」 高岡幼稚園発表会  

 23 日章学園参観日・3年保護者会  

 25 高岡中学校「三者面談」 

 28 宮崎電気事業組合青年部イルミネーション点灯式  
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実施 月 日 行  事  名 

11月 29 県臨床心理士会研修 

 30 支援学級みかん狩り 

12月 1 調査研究委員会   高岡小との連絡会 

 3 平成28年度宮崎市所管スポーツ施設年間調整説明会  

 4 火曜会・居室点検日 日章学園期末テスト 

 5 ボランティア英語 大迫綾理家庭教師開始 

 
9 

高岡小4年音楽大会 県との意見交換会 

高岡中2年職場体験学習～11日迄  

 10 りんご贈呈式 高岡小下学年参観日 

 11 福嶋についての合同協議  

 
12 

施設交流駅伝・持久走大会 幼稚園餅つき大会 

本庄高校総合学科発表会  

 13 理事会・忘年会 高岡小3年学級レクリェーション 

 14 本庄高校代休  

 16 平成27年第2回家庭支援・里親支援専門委員会 性教育委員会 

 18 火曜会・居室点検日・ヨガ 高校生職場実習開始～20日迄 

 19 レクリェーション「人形劇鑑賞」  

 
21 

日章学園クラスマッチ 処遇会議・エコマール面接 

本庄高校終業式  

 22 職員採用面接～南九州大学1名  

 23 クリスマス会 調理実習 

 24 中央支援・日章学園終業式 高岡幼稚園・小中学校終了日  

 25 餅つき・マジック披露（中村様） 冬期休業開始 

 26 大掃除  

 27 冬期一時帰省開始～1月4日迄 残園児レクリェーション～1月4日迄 

27年1月  6 性教育研究会～7日迄  

 
7 

火曜会・居室点検日・仕事始め式 高岡小中学校始業式 

本庄高校始業式  

 8 日章学園・中央支援学校始業式 高岡幼稚園始業式 

 12 性教育委員会～15日も同様  

 19 九社連調査研究委員会  

 20 火曜会・居室点検日 性教育委員会 

 21 ケース検討会開始 日章学園3年期末テスト 

 23 高岡幼稚園新入児説明会 ボランティア英語 

 24 在園児童介護福祉士国家試験 県臨床心理士会 

 25 心理士委員会 足立先生とのケースカンファレンス  

 27 性教育委員会 日章学園受験 

 
28 

退園生ケースカンファレンス 日章学園３年宅習期間開始  

中央支援学校参観日 

 29 日章学園休業日  
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実施 月 日 行  事  名 

2月 2 火曜会・居室点検日・ヨガ 

 3 ソフトバンクホークス5名施設訪問  

 4 日章学園合格発表 本庄高校休校 

 5 高岡小支援学級合同校外学習 

 6 高岡幼稚園マラソン大会 バレンタイン買い出し 

 8 高岡中1・3年参観日 

 9 経営協第2回総会 市社協法人研修会 

 10 高岡中2年参観日 求人面接 

 11 ボランティア英語 

 12 高岡小新入生保護者説明会 宮崎市社会福祉大会 

 13 ひむかカルタ大会  

 14 調理実習「バレンタインチョコ作り」  

 
16 

火曜会・献立検討会・ヨガ 日章学園修学旅行１９日迄  

高岡幼稚園「遠足」  

 17 高岡中定期テスト 合同研修Ⅱ１日目 

 18 合同研修Ⅱ２日目 本庄高校「期末テスト」 

 19 高岡小「次年度支援学級協議」  

 21 お別れレクリェーション「ボウリング大会」  

 22 高岡小･中支援学級「お別れ遠足」  

 23 小林市社協民生委員視察  

 24 ケースカンファレンス 高岡小「上学年参観日」 

 25 家庭支援専門委員会  

 27 幼児園外保育「綾町雛山まつり」  

 28 心理士委員会 29日も実施  

 29 栄養士研修会  

3月  1 
火曜会・居室点検日・ヨガ 南九州大学実習開始   10日迄 

日章学園3年生登校日  

 2 高岡小学校下学年参観日  

 3 日章学園卒業式 

 4 児童協第二回役員会・総会  

 5 高岡幼稚園参観日・PTA総会  

 6 魚の放流（内山川 対象小４・５児童） 臨時理事会 

 7 都城児相での面談 児童協研修委員会 

 10 基幹的職員特別講座 本庄高校代休 

 11 高岡中サッカー部送別会 都城児相での面談 高岡小３－２参観日 

 12 園外保育「平和台公園」 レクリェーション「綾町築山草スキー」 

 13 県臨床心理士会  

 15 中央支援学校卒業式 性教育プログラム説明会  

 16 高岡中学校卒業式  

 17 火曜会・居室点検日・ヨガ面談 
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実施 月 日 行  事  名 

3月  18 高岡幼稚園午前保育 高岡小学校との連絡会  

 
19 

高岡幼稚園卒業式 身体測定・身だしなみチェック  

高岡中サッカー部延岡遠征 20日迄 

 20 レクリェーション「こどもの国フラワーフェスタ」 

 21 レクリェーション「こどもの国フラワーフェスタ」 臨時理事会 

 22 新入社員事前研修（報謝会） 児童協行政説明 

 23 退園生のカンファレンス 新職員オリエンテーション  

 24 高岡小学校卒業式 中央支援学校・日章学園・高岡幼稚園修了式  

 25 高岡小・中学校修了式 

 26 レクリェーション「天ヶ城開門祭り」 日章学園新入生登校日 

 27 レクリェーション「天ヶ城開門祭り」 

 28 都城児相にて一時保護 29日迄 児童ケース会議 

 29 レクリエーション「山菜採り」  

 30 高岡小・中学校・本庄高校離任式  

 31 児童一時保護 レクリェーション「花見・焼き肉会」  

 

 


