
一般社団法人　総合幼児教育研究会

研修会のご案内

平成30年度公開保育研究会

★お申し込み先は、本部事務局となっておりますので、ご注意ください。
また、お申し込みは総幼研ホームページからも可能です。ぜひご活用ください。

http://www.soyoken.com/

平成 30年度－３お申し込みにあたっての注意点

①どの会場にも参加可能
いずれの会場にもご参加いただくことができます。園のご都合に合わせ、ご検討の上、お申し込み
ください。複数会場ご参加の場合は、会場それぞれのお申し込みをお願いいたします。

●
②定員に達した場合は
定員が設けられている会場は、定員に達し次第、締切前でもその時点で受付を終了することがあり
ます。あらかじめご了承ください。

●
③前泊・移動などは各自で手配
公開保育研究会各会場ごとの交通のご案内、前泊施設などをご紹介していますが、手配は各自でお
願いいたします。場所・参加人数などによっては、別ルートを利用する、もしくは旅行会社・インター
ネットなどで手配する方が便利・割安な場合もございます。ご検討ください。

●
④参加費は当日お支払い
参加費は、当日に各会場受付にてお支払いください。

●
⑤キャンセルについて
申し込み後のキャンセルの取り扱いにつきましては、支部の取り決めにより異なります。間近のキャ
ンセルについては、料金が発生することもあります。そのため、お早めにご連絡いただきますよう
お願いいたします。また資料や事務手続きなどの準備がありますので、悪天候による園行事の振替
日など、止むを得ず、変更が予想される場合は事前にご相談くださいますようお願いいたします。

●
⑥公開保育研究会当日のお荷物について
会場園によっては、お荷物を置くスペースが無い場合がございます。各自ご用意された昼食は、外
から見えない袋に入れるなどのご配慮をお願いいたします。また、室内履のご用意をお願いいたし
ます。

●
⑦公開保育研究会のお申し込みについて
各会場によって参加費が異なりますので、６頁をご確認の上、お申し込みください。尚、昼食をお
とりいただく際、参加形態別に昼食会場を準備いたします。そのため、北関東会場にご参加の園長
先生方につきましては、お申し込み時に参加形態②の欄にご記入ください。

●
⑧園内見学は分散して
会場園によっては、教室、保育室、廊下などが狭い場合があります。一ヵ所にかたまらずに分散し
てのご見学をお願いします。



平成30年度 公開保育研究会

※各園参観の際には、
室内履を必ずご用意ください。

〔前泊施設案内〕
■ライフイン勝田駅西　ひたちなか市武田 1118-3  
　TEL/029-270-0333　※ JR 勝田駅西口より徒歩１分

■テラスイン勝田　ひたちなか市勝田中央 1-3
　TEL/029-219-7211　※ JR 勝田駅東口より徒歩１分

■ホテルクリスタルパレス　ひたちなか市大平 1-22-1 
　TEL/029-273-7711　※ JR 勝田駅よりタクシーで７分

〔会場までの交通〕
・常磐自動車道「那珂ＩＣ」より、車 20 分。
・常磐自動車道「日立南太田ＩＣ」より、車 20 分。
・北関東自動車道「ひたちなかＩＣ」より、車 15 分。
　※園に駐車スペースがあります。

・ＪＲ常磐線「勝田駅」より、タクシー 10 分。
・ＪＲ常磐線「佐和駅」より、タクシー５分。

※会場によって定員を設けております。万一、最大収容人数に達した場合、締め切り前でも、その時点で受付
　を終了することがあります。あらかじめご了承ください。
※案内の前泊施設に関しての料金・ご予約等のお問い合わせは、直接各施設までお願いします。また、他にも周
　辺に宿泊施設がございます。各園にてご検討の上、ご手配ください。

　本年度、総合幼児教育研究会が、一般社団法人として活
動を開始し、改めて初代秋田会長先生の下、模索しながら
勉強してきた日々を思い、総幼研はほんとうに大きく成長
したと感無量になっております。その初年度、第 120 回公
開保育研究会をお引受けし、果たして当園は以前と比べど
の位深化できたのか見直しをするよい機会であると捉え、
原点に戻り心新たに保育を進めております。まだまだ未熟
な保育ですが、これからも会員の皆様方と共に、さらに邁
進していきたいと思っております。
　どうぞ皆様方の多数のご参加をお待ち申し上げます。

第 123 回

○共　催：北関東支部

○日　程：平成 30 年 10 月 27 日（土）

○会　場：清心保育園
　　　　   茨城県ひたちなか市高野字大房地 1782-5
　　　　   TEL：029-202-0300

○講　師：秋田光彦先生（総幼研会長）
岡田都世子先生（総幼研インストラクター）

○締　切：10 月12日（金）必着
○スケジュール

　８時 30 分　受付開始
　９時 00 分　保育参観開始
  12 時 10 分   昼食・休憩
  13 時 00 分　開会式・保育セッション
                 指導講演
  15 時 30 分　閉会

○定　員：200 名

公開保育研究会　研修会開催のご案内
１ ２

北関東会場　清心保育園のご案内

北関東会場のご案内
　今年度も、全国で公開保育研究会を開催いたします。
　当日は、総幼研教育の現場を見学する「公開保育」、公開保育担当園の先生方とインストラクターによ
る「保育所感＆セッション」、そして総幼研の教育理念を伝える「指導講演」の３本柱によって構成され
ます。他園の保育を見ることができる絶好の機会です。ぜひ多くの気づきと学びを持ち帰り、自園で保育
を見つめなおすきっかけとしていただければと思います。
　たくさんの先生方のご参加を心よりお待ちいたしております。　

第 124 回

○共　催：九州支部

○日　程：平成 30 年 11 月 17 日（土）

○会　場：すみれ保育園
　　　　   福岡県福岡市城南区飯倉 1-10-18
　　　　   TEL：092-831-0729

○講　師：秋田光彦先生（総幼研会長）
浜田智峰先生（総幼研インストラクター）

○締　切：11 月２日（金）必着

第 125 回

○共　催：近畿支部

○日　程：平成 30 年 12 月 1 日（土）

○会　場：楠京阪幼稚園
　　　　   大阪府枚方市宮之阪 4-50-1　　　　 　　 
　　  　　 TEL：072-847-1350

○講　師：秋田光彦先生（総幼研会長）
浜田智峰先生（総幼研インストラクター）

○締　切：11 月16日（金）必着

第 126 回

○共　催：関東支部

○日　程：平成 30 年 12 月 8 日（土）

○会　場：松沢幼稚園
　　　　   埼玉県越谷市谷中町 2-94
　　　　   TEL：048-966-8686

○講　師：秋田光彦先生（総幼研会長）
岡田都世子先生（総幼研インストラクター）

○締　切：11 月22日（木）必着

茨城県・清心保育園

～園からのウェルカムメッセージ



平成30年度 公開保育研究会 開催要項

九州会場　すみれ保育園のご案内
5 ４

近畿会場　楠京阪幼稚園のご案内
３

〔前泊施設案内〕
■ＨＯＴＥＬ ＮＯＮ ＲＥＭ　福岡市早良区西新５丁目9-5
　TEL/092-821-3200　※地下鉄西新駅より徒歩５分

※近隣ホテルが少ないため、交通手段の主要駅を考え、博多駅　
付近で宿泊される方も多くいらっしゃるかと思います。
　開始時間までに、ご移動くださいますようお願いいたします。

〔会場までの交通〕
・地下鉄空港線「西新駅」下車。
　西鉄バス３番線「飯倉二丁目」下車、徒歩３分。
・地下鉄空港線「西新駅」下車、タクシー７分。

※お車にてお越しの際には、必ず事前に園までご連
　絡ください（普通車 10 台・先着順受付）。

　私ども「すみれ保育園」は、社会福祉法人いづみ会が福
岡市南西部の閑静な住宅街に昭和 45年４月に開園、本年で
設立 49年目になります。また、総合幼児教育研究会には設
立当初から姉妹園の福岡いずみ幼稚園と共に加盟し、33年
となります。尚、当園はキリスト教主義の保育園で子ども
たちは毎日礼拝をして１日をはじめます。
　昨年度、築 30年の鉄筋コンクリート造の園舎を増築、定
員を 120名から 150名に増員すると共に、中庭を吹き抜け
の快適な多目的スペースに改築しました。
　当園の総幼研教育ばかりでなく、ぜひ増改築後の園舎も
ご覧ください。

○スケジュール

　９時 00 分　受付開始
　９時 15 分　保育参観開始
  12 時 00 分   昼食・休憩
  13 時 00 分　開会式・保育セッション
                 指導講演
  15 時 30 分　閉会

○定　員：60 名

九州会場のご案内

福岡県・すみれ保育園

～園からのウェルカムメッセージ

近畿会場のご案内

〔前泊施設案内〕
■ひらかたサンプラザホテル　大阪府枚方市岡東町 11-11  
　TEL/072-846-5511　※京阪電鉄「枚方市駅」より徒歩 2 分

〔会場までの交通〕
・京阪電鉄交野線「宮之阪駅」下車、徒歩 7 分。

・車 ( 大阪方面より ) 国道 1 号線「天野川」交差点
　を越えたすぐ左。
・車 ( 京都方面より ) 国道 1 号線「星丘２丁目」
　交差点を右折、踏切手前を左折して、
　すぐのスロープを上がる。
※お車にてお越しの際には、必ず事前に園までご連
　絡ください（普通車 30 台・先着順受付）。

　当園は今年で創立 34年目、総幼研に加盟させていただい
て27年になります。交通の激しい国道沿いにあることから、
創立当初は入園を敬遠されがちでしたが、総幼研教育をは
じめて子どもの成長を喜んでいただくことで、市外からも
入園希望をいただける様になりました。
　子どもたちが自分で経験や実感して感覚を育てる環境づ
くりを方針として、外国人による英語や専任講師による体
育指導にも取り組んでいます。課外教室も実績を重ね、幼
稚園の活気ある集団教育と個別指導との両面から子どもの
力を引き出すことが、当園の大きな力になっています。

○スケジュール

　８時 50 分　受付開始
　９時 20 分　保育参観開始
  11 時 40 分   昼食・休憩
  13 時 00 分　開会式・保育セッション
                 指導講演
  15 時 30 分　閉会

○定　員：100 名

大阪府・楠京阪幼稚園

～園からのウェルカムメッセージ

※各園参観の際には、
室内履を必ずご用意ください。

※各園参観の際には、
室内履を必ずご用意ください。



関東会場　松沢幼稚園のご案内
５ ６

◆第123回　北関東支部共催…平成30年10月27日（土）
　　清心保育園　　　　　茨城県ひたちなか市高野字大房地1782-5   TEL：029-202-0300  

◆第124回　九州支部共催……平成30年11月17日（土）
　　すみれ保育園　　　   福岡県福岡市城南区飯倉1-10-18 TEL：092-831-0729

◆第125回　近畿支部共催……平成30年12月 １日（土）
   　 楠京阪幼稚園　　　  大阪府枚方市宮之阪4-50-1　　   TEL：072-847-1350

◆第126回　関東支部共催……平成30年12月 ８日（土）
   　松沢幼稚園　　　      埼玉県越谷市谷中町2-94　　　　TEL：048-966-8686

　各研修ごとの日程及び会場一覧、参加費です。
ご確認いただき、お間違えのないようにご来場ください。

日程・会場

公開保育
研究会

参加費
北関東会場
■参加形態①・②にかかわらず全て
　　　　　　5,000円（昼食込み）

関東会場
■参加形態① 3,000円 ※昼食はご用意ください
■参加形態② 5,000円（昼食込み） 

近畿会場
■参加形態① 3,000円 ※昼食はご用意ください
■参加形態② 5,000円（昼食込み）

九州会場
■参加形態① 4,000円 ※昼食はご用意ください
■参加形態② 6,000円（昼食込み） 

◆公開保育研究会 ※参加形態②のご参加は理事長、園長、後継者のみ申し込み可。

【各研修会のお申し込みについて】
　必ず「お申し込みにあたっての注意点」をご参照ください。
　確認書はお送りいたしません。当日、お申し込みいただいたＦＡＸ用紙もしくは、メール
の文面をプリントアウトしたものをお持ちください。

             各研修会場　参加費案内

各研修会場ご案内

〔前泊施設案内〕
■ホテルサンオーク　越谷市南越谷１-22-1  
　TEL/0120-14-3009　※ JR 武蔵野線「南越谷駅」より徒歩５分

■ホテルサンクローバー　越谷市赤山本町 3-5 
　TEL/048-966-3968　※東武伊勢崎線「越谷駅」より徒歩１分

〔会場までの交通〕
・ＪＲ武蔵野線「南越谷駅」下車。
・東武スカイツリーライン「新越谷駅」下車。

　…タクシー 10 分。
　…バス「七左七丁目」「出羽地区センター」行き
　　　　 「出羽小学校入口」下車、徒歩３分。 
  
※お車にてお越しの際には、必ず事前に園までご 
　連絡ください。

　松沢幼稚園は、昭和 48年に開園をいたしました。地域か
らの要望と幼児教育の重要性を考え、また、自然にふれあ
い、食に親しめるように、自園の農園（自然観察園）の整備、
平成 17年度には園舎を全面増改築し、子育て支援活動など
の充実を図り、平成 21年度には、松沢保育園が開園となり
ました。
　当園の特徴にもなりましたグリーン広場では、雨の日に
も元気に走ることができます。また、日本の伝統的な文化
である習字や茶道にもふれ、未来を担う逞しい子どもの育
成に携わるひとりとして、真剣に向き合っていきます。

○スケジュール

　８時 30 分　受付開始
　９時 00 分　保育参観開始
  12 時 00 分   昼食・休憩
  13 時 00 分　開会式・保育セッション
                 指導講演
  15 時 30 分　閉会

○定　員：100 名

関東会場のご案内

埼玉県・松沢幼稚園

～園からのウェルカムメッセージ

※各園参観の際には、
室内履を必ずご用意ください。


