平成２９年度 事業実施報告書
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事

業

法人名 社会福祉法人 愛光会
施設名 桜
島
学
園
平成２９年４月１日～平成３０年３月３１日
の
内
容

入所時健康診断
レオクラブ活動・恐竜公園椿園清掃作業、体位測定
消火・避難訓練
学園下海岸でバーベキュー
東桜島中入学式
鹿児島商・鹿児島養護高等部・入学式、調理場害虫駆除
職員会、園内研修
愛光会・わくわく会実行委員会（和光）
、九ブロ実行委員会（県社協）
、東桜島中 PTA 監査
東桜島中・PTA 三役会・新旧常任委員会
東桜島小・PTA 新旧常任委員会
東桜島小・東桜島中・家庭訪問、鹿児島養護学校・学園連絡会
姫宮神社清掃作業、児童会長選挙
平川動物園外出
鹿児島養護・学級 PTA、桜峰幼稚園・PTA 総会
企画委員会、臨時職員会、新任研修
職員健康診断（～26 日）
、レオクラブ例会
愛光会・人権擁護推進委員会（桜町）
グループホームさくらじまとの交流会、誕生会
フリータイムデー、マイクロ便買い物
児養協・代議員会・施設長会（県社協）
、東桜島中・PTA 総会・学級 PTA・専門部会、鹿児
島高等特別支援学校・教育相談
鹿児島女・三者面談
ケース検討会（自立支援計画策定会議）
東桜島小中・PTA 合同歓迎会（レインボー桜島）
、東桜島小・授業参観・PTA 総会・学級 PTA・
専門部会
地域作業

5. 1 創立記念日、鹿児島商 3 年・三者面談
2 愛光会・わくわく会実行委員会、鹿児島養護学校・PTA 総会・授業参観・学部 PTA、社会福
祉充実残額計算の理解セミナー（市町村自治会館）
、調理場害虫駆除
3 ちまき作り
4 消火・避難訓練
5 こどもの日・遠足烏島周辺魚釣り貝掘り磯遊び
6 グループホームさくらじまとの交流会
7 体位測定
8 職員会、園内研修、児養協・体育局会（若葉学園）
、鹿児島養護学校・進路現場実習説明会、
給食委員会
9 九ブロ実行委員会（県社協）
、愛光会保護者・役職員合同研修会打ち合わせ会（桜町学園）
、
甲南高校 PTA 総会
10 社会福祉法人経営者セミナー（城山観光ホテル）
、鹿児島県保育士養成校共催「施設実習連
絡会」
（マリンパレス鹿児島）

年月日
事
業
の
内
容
29. 5.11 桜峰幼稚園・保護者参観・学級 PTA・給食試食会、社会保険事務担当者研修会（県民交流セ
ンター）
12 桜島地区教育関係者・市職員等合同親睦会（レインボー桜島）
、鹿児島商高・鹿児島女高・
垂水高・鹿児島高等特別支援高・PTA 総会
13 樟南高・PTA 総会
14 愛光会・わくわく運動会（大隅広域公園大隅アリーナ）
15 鹿児島養護学校・PTA 愛校作業
16 鹿児島市・ケース会議、児養協・食育関係部研修会（サンロイヤルホテル）
17 レオクラブ例会
18 愛光会・保健衛生担当者部会（桜町学園）
19 東桜島小学校・東桜島中学校と桜島学園との情報交換会、桜島地区防災研修会（桜島補助
体育館）
、東桜島小・授業参観・学級 PTA、鹿児島水産高・PTA 総会、採用セミナー（求人
受理説明会）
・県民交流センター
20 愛光会・監事監査（桜町学園）
、母の日の行事
21 フリータイムデー、マイクロ便買い物
22 企画委員会、ケース検討会、新任職員研修
23 九ブロ実行委員会（県社協）
25 実習反省会
26 児養協・施設長会、児童福祉施設関係の県職員・施設長連絡協議会（県社協）
、東桜島小中
PTA 連絡会
27 愛光会・理事会（桜町学園）
、誕生会
28 レオクラブ活動
30 鹿児島高等特別支援学校・実習四者面談、東桜島中 2･3 年修学旅行（6/1 迄）
31 愛光会・キャリアパス検討委員会、東桜島中 1 年集団宿泊学習（6/1 迄）
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愛光会・研修行事検討委員会、垂水高 3 年・三者面談
東桜島校区コミュニティ協議会町づくり推進部会（校区公民館）
、調理場害虫駆除作業
体位測定
消火・避難訓練
九ブロ実行委員会（県社協）
、東桜島中との連絡会、愛光会だより編集委員会（和光）
職員会、東桜島小との連絡会
上町地区小中学校特別支援学級合同宿泊学習（8 日迄）
児養協・体育局会（桜島総合体育館他）
愛光会保護者並びに役職員合同研修会（垂水市）
、垂水ファイターズ歓迎会
姫宮神社清掃作業
企画委員会、ケース検討会、調理場害虫駆除作業
九州児童福祉施設職員研究大会（鹿児島市・15 日迄）
、東桜島小 5･6 年修学旅行（14 日迄）
、
甲南高校修学旅行（16 日迄）
入所時健康診断
愛光会評議員会、理事会（桜町学園）
、グループホーム桜島との交流会
レオクラブ活動
施設球技大会・審判講習・監督会議（若葉学園）
児養協・施設長会（県社協）
、愛光会・人権擁護推進委員会（桜町学園）
レオクラブ例会
計量器定期検査
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九ブロ実行委員会、児童福祉施設及び児童相談所心理職員連絡会（中央児相）
誕生会、レオクラブ活動、林芙美子碑の集い（古里公民館）
フリータイムデー
桜島東分遣隊による消防査察
甲種防火管理新規講習（消防総合訓練研修センター・28 日迄）
、救急救命訓練（鹿屋市）
社会福祉施設監事等研修（マリンパレス鹿児島）
職員会、全日本ドッジボール選手権（松元平野岡体育館）
、給食委員会
幼児衣類購入（鹿屋市）
愛光会だより編集委員会（和光学園）
社会的養護関係施設第三者評価訪問調査（6 日迄）
桜峰幼稚園・保育参観
児童相談所と児童福祉施設直接処遇職員との連絡会（中央児童相談所）
、東桜島小・水泳大
会・給食試食会・学級 PTA、調理場害虫駆除
衣類購入（鹿児島市街地他）
、体位測定、樟南高校体験入学
愛光会内第三者委員と各施設事業所人権擁護推進担当者との合同会議（桜町学園）
、愛光
会・各種会議及び委員会組織検討会（桜町学園）
東桜島中・授業参観・PTA 全体会・専門部会・家庭教育学級・学級 PTA
園内研修（救急救命訓練）
、鹿児島高等特別支援学校・学年 PTA・実習反省会
市養協・施設長会（愛の聖母園）
、社会福祉法人経営者セミナー（城山観光ホテル）
、愛光
会・保健衛生担当者部会（桜町学園）
、鹿児島商高・学年 PTA、児養協・事務管理部研修会
（県社協）
姫宮神社清掃作業、グループホームさくらじまとの交流会、野球練習試合（鹿屋市）
野球部交流・練習試合（福岡県・17 日迄）
バレー練習試合（薩摩川内市）
、
東桜島中 3 年・三者面談（20 日）
企画委員会、レオクラブ例会
鹿児島商高 3 年・三者面談、消火・避難訓練
桜峰幼稚園・夕涼み会、地引き網招待（江口浜）
、
誕生会、愛光会・理事会（桜町学園）
、鹿児島女高・三者面談
児童健康診断、児養協・体育局会（桜島溶岩グラウンド他）
、鹿児島水産高・地区 PTA・寮
PTA
鹿児島県児童福祉施設球技大会（桜島溶岩グラウンド）
社会福祉法人会計研修（城山観光ホテル）
家庭支援専門相談員意見交換会（中央児相）
、甲南高・三者面談
火の島祭り、樟南高・三者面談、レオクラブ活動
幼児キャンプ（霧島ケ丘公園・31 日迄）
垂水高・体験入学

職員会、ばら・ひまわり・コスモスホームキャンプ（清流の森大河原峡キャンプ場・3 日迄）
すみれホーム開設準備、鹿児島高等特別支援学校・三者面談
思春期講座（ハートピアかごしま）
、調理場害虫駆除
退所児童アフターケア（北薩地域）
椿寮・キャンプ（清流の森大河原峡キャンプ場・9 日迄）
、第一幼児教育短大特別講座「児
童指導員及び保育士としての心構え」講師
9 垂水高 3 年・三者面談
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垂水高 PTA 補導・垂水フェスタ
迎え火、未帰省児童外出（市街地・映画鑑賞）
送り火、未帰省児童外出（市街地・映画鑑賞、買い物他）
鹿児島女子短大生保育実習（28 日迄）
感染症講演会（市民文化ホール）
東桜島小中合同 PTA リサイクル活動、東桜島小・PTA 愛校作業、東桜島中・PTA 親子奉仕作
業
企画委員会、消火・避難訓練
市立美術館・中学生鑑賞、愛光会・研修行事検討委員会（フレンドリーホームいいぐま）
退所児童アフターケア（北薩地域）
、女子バレー部がんばった会・たこ焼きパーティー
鹿児島女子短大・実習巡回指導
子ども人権教室、東桜島小・PTA プール監視、入所時健康診断
甘木山学園児童職員来園・交流、愛光会・評議員会（桜町学園）
、桜峰幼稚園・PTA 奉仕作
業、実習反省会
児童相談所・養育状況調査、主任会議
誕生会、東桜島小との連絡会、体位測定

9. 1 地域小規模児童養護施設すみれホーム開所式、職員会、東桜島中 PTA・三役会・常任委員会、
調理場害虫駆除
2 鹿児島高等特別支援学校・親子奉仕作業
3 東桜島地域スポーツ大会
4 東桜島中との連絡会
5 児養協・施設長会（県社協）
、入所児童再判定（大隅児童相談所）
6 姶良子どもの家訪問・施設見学研修、愛光会・個人情報保護委員会（桜町学園）
7 愛光会・基本構想策定準備委員会（桜町学園）
、東桜島小・授業参観・学級 PTA
8 ストレスマネジメント研修・一般職員コース・管理職員コース（県社協）
10 姫宮神社清掃作業、体位測定、消火・避難訓練
11 社会的養護を担う児童福祉施設長研修会（大阪市・12 日迄）
、児養協・体育局会・秋桜杯実
行委員会（姶良市）
、愛光会・リスクマネジメント委員会（和光学園）
・事務担当者部会（桜
町学園）
13 愛光会・広報委員会（おひさまキッズ）
、鹿児島女子短・実習巡回指導
15 企画委員会、実習反省会、ケース検討会、東桜島校区コミュニティ協議会・全員協議会（校
区公民館
17 夕涼み会
19 九州地区児童福祉施設球技大会あり方検討委員会意見集約会（若葉学園）
、鹿児島女子短
大・保育実習（30 日迄）
20 西日本児童養護施設職員セミナー（和歌山市・22 日迄）
、給食施設従事者・栄養士研修会（市
民福祉プラザ）
、レオクラブ例会
22 救急法研修（県青少年会館）
23 地域作業
24 東桜島小中地域秋季合同大運動会
25 消防設備点検、すみれホーム・命名食事会（フレスポジャングルパーク）
、
26 平成 29 年度 8 月末現在における内部監査及び利用者預り金の点検（桜町学園）
27 垂水市・ケース会議
28 給食施設従事者・調理員研修会（市民福祉プラザ）
29 秋桜杯児童福祉施設スポーツ大会監督会（県社協）
30 マイクロ便お買い物（垂水市）
、誕生会

年月日
事
業
の
内
容
29.10. 1 桜峰幼稚園・大運動会
市養協・作業部会（たらちね学園）
6 職員会、園内研修、愛光会・基本構想策定準備委員会地域貢献部会、給食委員会、調理場
害虫駆除
7 体位測定
8 市民生き生きスポレクフェスタドッジボール大会（鹿児島アリーナ）
9 グループホームさくらじまとの交流会、消火・避難訓練
10 児養協・施設長会（県社協）
11 愛光会・理事会・研修行事検討委員会（桜町学園）
・広報編集委員会（和光学園）
12 愛光会・人権擁護推進委員会（桜町学園）
、感染症予防・口腔ケア研修（マリンパレス鹿児
島）
13 鹿児島水産高 1･2 年 PTA・乗船保護者会、児養協・体育局会（若葉学園）
15 姫宮神社清掃作業、レオクラブ活動
16 主任会議、愛光会・リスクマネジメント委員会（和光学園）
17 企画委員会、ケース検討会（自立支援計画評価会議）
、愛光会・サービス向上委員会サービ
ス担当者部会（桜町学園）
18 レオクラブ例会
20 児養協・事務管理部研修会（県青少年会館）
21 誕生会
24 県指導監査
25 愛光会・基本構想策定準備委員会（和光学園）
・給食部会（桜町学園）
、社会福祉法人会計
研修（城山観光ホテル）
、東桜島小との連絡会、
26 愛光会・評議員会（桜町学園）
、児養協・給食関係部研修会（三州原学園）
28 大隅学舎創立 70 周年記念祝賀会（鹿屋市）
、志學館大学発達支援センター合同研修会
30 東桜島小・学習発表会、東桜島中・文化祭
31 就学相談（桜島公民館）
11. 1
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社会保険合同実務研修会（サンロイヤルホテル）
職員会、園内研修、東桜島中との連絡会、給食委員会
体位測定、調理場害虫駆除
東桜島民生児童委員との連絡会、県中学校新人バドミントン大会（桜島）
鹿児島ユナイテッドＦＣ試合観戦（米盛建設様招待・鴨池陸上競技場）
桜島地区民生委員児童委員協議会施設研修来園
全国児童養護施設長運営研究協議会（鳥取県・10 日迄）
、市養協・作業部会（たらちね学園）
、
愛光会・基本構想策定準備委員会地域貢献部会（桜町学園）
愛光会・人権擁護推進委員会、垂水高・三者面談、
愛光会・評定委員会（フレンドリーホームいいぐま）
姫宮神社清掃作業、グループホームさくらじまとの交流会
社会福祉法人経営者大会（城山観光ホテル）
、給与所得の年末調整説明会（市中央公民館）
主任会議、日本中国料理教会鹿児島県支部様招待（城山観光ホテル）
、児養協・施設長会（県
社協）
、愛光会・リスクマネジメント委員会（和光）
レオクラブ例会、愛光会の未来を考える会小委員会（和光学園）
愛光会・理事会（桜町学園）
企画委員会、職員選考
秋祭り・学園説明会
レオクラブ活動・クリスマスイルミネーション飾り付け

年月日
事
業
の
内
容
29.11.20 ケース検討会（自立支援計画策定会議）
、愛光会・人事調整委員会
21 愛光会・第三者委員と監督職員及び担当者との合同研修・人権擁護推進委員会（桜町学園）
、
桜島地区学校保健研究協議会（東桜島小）
22 愛光会・研修行事検討委員会
23 誕生会、ちびっこドッジボール大会（郡山体育館）
24 児養協・体育局会（霧島市）
25 秋桜杯児童福祉施設スポーツ大会（霧島市）
、
26 フリータイムデー、消火・避難訓練
27 七五三宮参り（照国神社）
28 愛光会・評議員会（桜町学園）
、児養協・児童支援部研修会（県社協）
29 愛光会・サービス向上委員会（和光学園）
、島内避難訓練に係る情報収集・伝達訓練
12. 1 東桜島小・持久走大会・学級 PTA、東桜島中 3 年・三者面談、調理場害虫駆除
2 体位測定、愛光会・保護者並びに役職員合同研修会（垂水市）
、鹿児島ライオンズクラブ・
レオクラブ合同例会・クリスマス会（グランラセーレ鹿児島）
3 ランニング桜島・チームスマイルランナー応援ボランティア（烏島展望所）
、秋桜杯優勝チ
ーム・食事会（珍満）
4 職員会、園内研修、愛光会・広報委員会（和光学園）
6 ＫＭＣ社会福祉法人の経営管理セミナー（鹿児島ビル）
7 垂水高 2 年・修学旅行説明会
8 愛光会のみらいを考える会地域貢献部会（桜町学園）
、児養協・体育部会、東桜島中・駅伝
大会・学級 PTA、桜峰幼稚園・餅つき大会
9 幼児衣類購入
10 大相撲鹿児島アリーナ場所招待、レオクラブ活動・献血呼びかけ活動（与次郎フレスポジ
ャングルパーク）
、姫宮神社清掃作業、誕生会
11 入所児童自宅・家庭訪問、愛光会・研修行事検討委員会（桜町学園）
12 東桜島中・PTA 三役会・常任委員会、桜島火山爆発総合防災訓練実施打合会（桜島支所）
14 家庭支援専門相談員意見交換会（中央児相）
15 ＮＨＫ歳末たすけあい贈呈式（アクアガーデンホテル福丸）
、児養協・心理部会（県社協）
16 衣類購入（市街地）
17 野尻町一斉清掃作業、東桜島中 PTA・門松つくり
18 主任会議、愛光会のみらいを考える会・スキルアップ部会（法人本部）
19 企画委員会、ケース検討会、児養協・施設長会（県社協）
、入所児童自宅・家庭訪問、市保
健所集団給食施設指導、鹿児島商高・学年ＰＴＡ、鹿児島高等特別支援学校・学年ＰＴＡ
20 愛光会のみらいを考える会小委員会・広報委員会（法人本部）
23 出水市・ケース会議、退所児童アフターケア（北薩地域）
24 クリスマス会、児童健康診断、愛光会第三者委員・児童実態調査
25 ランニング桜島応援チームスマイル食事会（垂水市）
26 大掃除（27 日迄）
、障害者虐待防止・権利擁護研修（自治会館）
28 消火・避難訓練、餅つき、
30 正月飾りつけ
31 大晦日すき焼き会
30. 1. 1 初詣・照国神社参拝
2 書初め
4 入所児童自宅・家庭訪問、

年月日
30. 1. 5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
26

事

業

の

内

容

調理場害虫駆除
体位測定
ドリームカップ小学生ドッジボール大会（鹿屋市）
年賀式
職員会、ケース検討会、給食委員会
東桜島中との連絡会、レオクラブ例会
東桜島小・授業参観、学級 PTA、鹿児島水産高生・乗船実習（ハワイ・3/19 迄）
桜島火山爆発総合防災訓練・消火訓練
垂水ファイターズ新年会、愛光会第三者委員・児童実態調査
姫宮神社清掃作業
主任会議、わくわく会実行委員会（和光）
市養協・作業部会（たらちね学園）
全国児童養護施設中堅職員研修会（東京・19 日迄）
愛光会・施設長等会・給食部会（桜町学園）
、桜峰幼稚園・なわとび大会
映画「隣る人」鑑賞（愛の聖母園）
性教育
東桜島小中合同 PTA リサイクル活動
神村学園専修学校生保育実習（2/2 迄）
企画委員会、市養協・研修会（たらちね学園）
、東桜島小・ドッジボール保護者会、
就学相談（勤労青少年ホーム）
児養協・施設長会、県職員・施設長連絡協議会（県社協）
、愛光会・キャリアパス検討委員
会・保健衛生担当者部会（桜町学園）
、鹿児島商高・学年 PTA
27 愛光会・福祉総合相談支援センターあい落成式、樟南高校・入試、誕生会、地域作業、東
桜島小・桜島大根販売（山形屋前）
28 レオクラブ活動・クリスマスイルミネーション撤去作業
30 ファミリーソーシャルワーク研修会（東京・31 日迄）

2. 1
2
3
5
7
8
9
10
11
13
14
15
16
18
20
21
22

実習反省会・実習巡回指導
職員会、児養協・心理部会（市精神保健福祉交流センター）
、調理場害虫駆除
節分・豆まき
愛光会のみらいを考える会（法人本部）
児養協・児童支援部研修会（若葉学園）
志布志市・ケース会議、社会福祉法人会計研修（城山観光ホテル）
神村学園専修学校保育卒業研究発表会、桜峰幼稚園・学級 PTA、東桜島中・新 1 年生入学
説明会、児養協・事務管理部研修会（サンエールかごしま）
総合防災訓練及び消防関係機関との連絡会
姫宮神社清掃作業
主任会議、児養協・施設長会（県社協）
、
東桜島中・立志の集い
鹿児島養護学校中等部・見学会、自火報設備設置検査、東桜島小との連絡会
企画委員会、児養協・被措置児童等の権利擁護・虐待根絶のための研修会（マリンパレス
かごしま）
、東桜島小・半成人式・学校保健委員会・PTA 全体会、桜峰幼稚園・誕生会
体位測定、地域作業、退所児童・アフターケア（北薩地域）
、調理実習
桜峰幼稚園・新入園児体験入園・保護者説明会
レオクラブ例会、鹿児島養護学校・入学説明会
社会福祉法人経営者セミナー（城山観光ホテル）
、社会保険事務担当者研修会（県民交流セ
ンター）

年月日
30. 2.23
24
25
27
28

事
業
の
内
容
東桜島中・授業参観・学級 PTA、フレンドリーホームいいぐま新入職者事業所見学来園
愛光会・理事会、誕生会、Ａコープカップドッジボール大会（桜島）
フリータイムデー、マイクロ便買い物
東桜島中との連絡会、
東桜島小・授業参観・学級 PTA、桜峰幼稚園・学級 PTA、民間社会福祉施設職員退職共済
事業事務説明会（サンロイヤルホテル）

3. 1 愛光会のみらいを考える会・地域貢献部会（桜町学園）
、鹿児島商高・鹿児島女高・垂水高・
樟南高・卒業式、ひまわりホーム卒業を祝う会
2 全国児童養護施設中堅職員研修会（東京・4 日迄）
、調理場害虫駆除
3 ひな祭り、体位測定、桜餅つくり
6 垂水市・ケース会議、公立高校入試（7 日迄）
8 職員会
9 「起こりうるであろう金融トラブル等について」研修（県社協）
、愛光会・保健衛生担当者
部会、高校３年生就職先・会社説明会（鹿児島市）
、東桜島中・バドミントン部卒部式
10 姫宮神社清掃作業
11 レオクラブ活動
12 主任会議、実習反省会、児養協・施設長会（県社協）
、わくわく会実行委員会（法人本部）
、
第一幼児教育短大生保育実習（24 日迄）
13 東桜島中・卒業式
14 企画委員会、臨時職員会、コスモスホーム卒業を祝う会、浄化槽定期検査
15 愛光会・理事会、鹿児島商高・合格者集合、消防設備点検
16 職員人権研修、鹿児島市子育て短期事業連絡会議（やくし乳児院）
17 東桜島小・ドッジボール卒部式
18 樟南高・入学説明会
19 浴槽水レジオネラ属菌等水質検査
21 椿寮卒業を祝う会、レオクラブ例会、消火・避難訓練、
22 ばら寮卒業を祝う会、東桜島小・卒業式
24 愛光会・評議員会、誕生会
26 東桜島小中 PTA 合同送別会（レインボー桜島）
27 フリータイムデー
28 鹿児島県里親委託等推進委員会（中央児相）

