
 

月 社    会         園 研 修 会 等 

 ４ 

昭和の日   （29 日） 入園式           （1 日） 
歓迎遠足「高畑公園」   （６日） 
内科検診          （15 日） 
歯科検診          （18 日） 
保護者会役員会      （20 日） 

柳川市園長会              （9日） 

柳川市主任保育士会         （12 日） 

 

5 

天皇即位の日（1 日） 
祝 日    （2 日） 
憲法記念日 （3 日） 
みどりの日 （4 日） 
こどもの日 （5 日） 

3・4 歳児園外保育      （16 日） 

保育園会計監査     （27 日） 

柳川市保育協会定期総会・全体研修会（11 日） 

三橋支部年長児担当者会議     （14 日） 

救急救命講習会            （30 日） 

 

 ６ 

 衣替え            （1 日） 
理事会         （3 日） 
九州プロレス レスラ―訪問    （6 日） 

運動会            （8 日） 
評議員会          （18 日） 
柳川市演劇鑑賞会     （25 日） 

三橋町年長児体育交流会 （27 日） 
保育参観・クラス懇談会 （29 日） 

特定給食施設等関係職員研修会   （13 日） 

柳川市研修部研修会         （21 日） 

第 62 回全国私立保育園研究大会（熊本市） 
（11 日～13 日） 

 

 

７ 

海の日    （15 日） 七夕まつり・行事食    （4 日） 

プール開き         （8 日） 

柳川市主任保育士会         （4 日） 

柳川市実務者会議           （5 日） 

藤吉校区民会議            （5 日） 

学校運営協議会            （8 日） 

柳川市給食研修会           （10日）

社会福祉法人連携会議設立総会   （18 日） 

藤吉小学校幼保小連絡会          （31 日） 

 ８ 

山の日   （11 日） 
 

年長児宿泊体験保育 （3 日～4 日） 

クッキング保育（カレーライス） 
老人ホーム慰問（さくらんぼ）（22 日） 

保護者会役員会      （24 日） 

キャリアアップ研修（保健衛生・安全対策） 
（1 日・11 日・18 日）

社会福祉法人連絡協議会役員会   （23 日） 

柳川市研修部研修会         （26 日） 

９ 
敬老の日  （16 日） 

秋分の日  （23 日） 

クッキング保育（アイスクリーム）（4 日） 
三橋・柳城中学校職場体験（10 日・11 日） 
藤吉校区公民館運動会  （15 日） 
三橋中学校保育体験学習（3 年生）（18 日） 
秋祭り           （28 日） 

キャリアアップ研修（障害児）（1 日・3 日・12 日） 

筑後地方保育事業研究大会（八女市）   （18 日） 

 

１０ 

体育の日  （14 日） 
即位礼 祝日   （22 日） 

福岡県・柳川市監査    （9 日） 
藤吉校区安全安心まちづくり推進大会

（11 日） 
年長児川下り       （21 日） 
バス遠足（熊本市動植物園） （24 日） 
柳川市枝豆収穫体験   （25 日） 
内科検診         （28 日） 
歯科検診          （31 日） 

柳川市主任保育士会         （3 日） 

三橋支部給食研修会         （17 日） 

１１ 

文化の日   （3 日） 

勤労感謝の日（23 日） 

柳川市幼年消防大会    （8 日） 

七五三宮参り       （12 日） 

警察署・消防署訪問    （14 日） 

年長児園外保育（清水山） （28 日） 

キャリアアップ研修（食育・アレルギー対応） 
（8 日・11 日） 

柳川市全体研修会           （10 日）         
柳川市研修部研修会         （18 日） 
柳川市給食研修会           （21日） 
子育て講演会              （30日） 

１２ 

クリスマス （25 日） 生活発表会         （7 日） 
クリスマス会（地域交流） （17 日） 
園内もちつき会     （26 日） 

キャリアアップ研修（乳児保育）   （5 日・6 日） 
柳川市主任保育士会         （11 日） 

 

１ 

元 旦    （1 日） 

成人の日  （13 日） 

三柱神社初詣        （7 日） 
年長児園外保育（アイススケート） （9 日） 

保育参観・保護者会役員会（18 日） 
年長児お茶会       （21 日） 

柳川市全体研修会（食育）      （10 日） 
三橋支部給食研修会         （16 日） 

藤吉小学校幼保小連絡会       （29 日） 
キャリアアップ研修（保護者・子育て支援） （24 日） 

 

２ 

節 分    （3 日） 

建国記念日 （11 日） 

天皇誕生日 （23 日） 

マラソン記録会      （1 日） 
豆まき            （3 日） 
藤吉小学校体験入学    （5 日） 

今古賀地区交流会      （13 日） 
お別れ遠足         （27 日） 

キャリアアップ研修（保護者・子育て支援）（7 日・14 日） 

筑後南部地区研修会           （8 日） 
柳川市研修部研修会           （10 日） 
保育所(園)長特別研修会         （14 日） 
学校運営協議会              （17 日） 
筑後地方保育協会保育士研修会      （20日） 
柳川市給食研修会            （21 日） 

 ３ 
春分の日  （20 日） 

ひなまつり・お別れ会   （3 日） 
バイキング給食 
卒園式           （26 日） 

社会福祉法人連絡協議会 ・役員会    （6 日） 

   〃    〃       総会   （17 日） 

柳川市主任保育士会          （延期） 

令和元年度 高畑保育園事業（行事）報告 

その他   （避難訓練） 毎月第３金曜日実施 

（職員研修会・給食献立検討会） 毎月第２金曜日実施  

（柳川市園長会） 毎月第１火曜日実施 


