令和３年度

事業報告書
公益社団法人 倉敷市民間保育所協議会

公益１ 乳幼児の保育に関連する研修と保育所の環境整備等のための資金貸付事業
１．研修事業（事業委員会担当）
（１）＜乳児保育研修会＞（２回実施）
〇第１回・日 時：令和３年９月１０日（金）１４：００～１６：００
・演 題：「乳児の発達に合った援助の仕方」
・講 師：神戸コダーイ芸術教育研究所 理事長 小林純子 先生
・方 法：オンライン研修（くらしき健康福祉プラザ３階から配信）
・対 象：倉敷市内の保育園等で乳児保育を担当する保育士や看護師等
・参加費：無料
・参加者：１１４名（６９園）
〇第２回・日 時：令和３年１１月１９日（金）１４：００～１６：００
・演 題：「乳児保育におけるかかわりを考える‐子どもを見ること、応答すること‐」
・講 師：ノートルダム清心女子大学 人間生活学部 児童学科 教授 西 隆太朗 先生
・方 法：オンライン研修（くらしき健康福祉プラザ３階から配信）
・対 象：倉敷市内の保育園等で乳児保育を担当する保育士や看護師等
・参加費：無料
・参加者：７４名（６１園）
（２）＜主任保育士研修会＞（３回実施）
〇第１回・日 時：令和３年１２月３日（金）１４：００～１６：００
・演 題：「発達特性の理解と関わりについて～子どもの育ちを考える～」
・講 師：兵庫県立尼崎総合医療センター 一般小児科/児童精神科医長 石原剛広 先生
・方 法：オンライン研修（くらしき健康福祉プラザ３階から配信）
・対 象：倉敷市内の保育園等に勤務する主任保育士もしくはそれに準ずる保育士等
・参加費：無料
・参加者：６５名（６０園）【＊後日、園田学園YouTube配信希望：２８名】
〇第２回・日 時：令和４年１月１２日（水）１３：３０～１６：３０
・演 題：「発達の気になる子の幼児期の家族支援について」
・講 師：川崎医療福祉大学 医療福祉学部 医療福祉学科 准教授 諏訪利明 先生
・方 法：オンライン研修（くらしき健康福祉プラザ３階から配信）
・対 象：倉敷市内の保育園等に勤務する主任保育士もしくはそれに準ずる保育士等
・参加費：無料
・参加者：５７名（５４園）
〇第３回・日
・内

時：令和４年２月１日（火）１４：００～１６：００
容：「ＳＮＳ活用術について」
⑴【YouTube】など便利なＳＮＳ活用術
⑵ 保護者へのデジタルアンケート作成等
・講 師：社会福祉法人向陽会 西田保育園 園長 藤田圭典 先生
・方 法：オンライン研修（くらしき健康福祉プラザ３階から配信）
・対 象：倉敷市内の保育園等に勤務する主任保育士もしくはそれに準ずる保育士等
・参加費：無料
・参加者：７８名（４４園）

【事業委員会(研修会担当)委員】に向けての「オンライン研修会開催のための勉強会」
・日 時：令和３年１１月２日（火）１４：００～１６：００
・内 容：「ＳＮＳ活用術について」
・講 師：社会福祉法人向陽会 西田保育園 園長 藤田圭典 先生
・会 場：くらしき健康福祉ﾌﾟﾗｻﾞ３階 ボランティア交流室
・参加者：１５名（９園）
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２．資金貸付事業（理事会担当）
（１）第一種 融資制度事業
令和３年度の貸付償還は次表のとおりである。

令和 ３ 年度
園

名

貸付年月日

第一種融資制度資金運営状況表

貸付金額

償還回数

年度当初
貸付残高

本年度
貸付額

（ 単 位：万 円 ）

本年度償還金
償還年月日
元

金

手数料

竜王保育園

26. 7.10

500

7回

70

0

70

1.4

3. 8.31

めばえ保育園

29. 6.23

500

7回

280

0

70

5.6

3. 9. 7

350

0

140

7.0

合

計

1,000

（２）第二種 融資制度事業
令和3年4月 1日 各保育園等へ第二種融資制度事業の案内送付
令和3年4月22日 第1回理事会に於いて貸付審査を行う
令和3年5月20日 倉敷市から4,600万円借入
申請保育園１３園に貸付（貸付園は次表のとおり）
・第二種Ａ：８園（定員割れに伴う人件費）
・第二種Ｂ：５園（運営費及び人件費）
令和3年5月28日 倉敷市へ 500万円返済
＊ﾄﾞﾙﾌｨﾝ･ｷｯｽﾞ保育園の借入辞退の申し出に伴い倉敷市へ返済
令和4年3月30日 倉敷市へ4,100万円返済

令和３年度
№

園

名

運営資金借入園別一覧表〔第二種 A〕
氏

1

ドルフィン・キッズ保育園

福

2

保育所型認定こども園

3

のぞみ保育園
弘恵保育園

4

金額(万円)

期

間

使

途

種別

裕美子

500

借入辞退＊

人件費

Ａ

小松原

道

郎

200

3.5.20～4.3.30

〃

〃

小

笹

雄

全

300

〃

〃

〃

青葉保育園

日下部

快

然

100

〃

〃

〃

5

中山保育園

伊

藤

千鶴子

300

〃

〃

〃

6

幼保連携型認定こども園

出

口

祥

三

500

〃

〃

〃

7

よしうら認定こども園
黒崎保育園

赤

松

秀

映

300

〃

〃

〃

8

上成保育園

出

口

祥

三

400

〃

〃

〃

使途理由

第二種Ａ

定員割れに伴う人件費

令和３年度
№

園

嶋

名

名

園数

１園
７園

合計金額

500万円＊
2,100万円

運営資金借入園別一覧表〔第二種 B〕
氏

名

金額(万円)

期

間

使

途

種別

1

小谷かなりや第二保育園

小

谷

浩

二

500

3.5.20～4.3.30

運営費
人件費

Ｂ

2

幼保連携型認定こども園

安

藤

正

人

500

〃

〃

〃

小

笹

雄

全

200

〃

〃

〃

3

めばえ保育園
第三福田保育園

2

4

みちる保育園

森

上

敏

子

500

〃

〃

〃

5

瀬崎保育園

瀬

崎

知

子

300

〃

〃

〃

使途理由

第二種Ｂ

運営費

及び

人件費

園数

５園

合計金額

2,000万円

公益２ 保育と子育てに関する情報の提供と幼児を対象とした人形劇公演の実施事業
１．広報活動事業（広報委員会担当）
（１）広報紙「ふれあい」の発行（２回）
・当協議会の広報紙「ふれあい」第９０号、第９１号を発行し、子育て関連のニュースや、
法人の活動状況などの情報の提供及び乳幼児保育に関する知識の普及啓発を図った。
配 付 先：市内の民間・公立保育園、認定こども園、在園中の保護者、保育士等養成
校、各行政関係機関、子育て支援センター等
配付部数：第９０号 令和３年１２月 ２日発行 １０，０００部
第９１号 令和４年 ３月 ４日発行 １０，０００部
・広報紙は当協議会ホームページからダウンロード可能
（２）各保育園での育児相談（電話、面談）の対応
・内 容 ：専門の講師から必要な研修を受けた保育経験豊かな園長や主任保育士が、育児
不安に悩む親からの電話・面談相談を交代で受け、必要であれば専門機関を紹
介して解決に繋げた。
・実施期間：令和３年４月～令和４年３月
・対象者 ：乳幼児を持つ保護者等
・周知方法：各園へ育児相談看板設置、ホームページによる情報発信で広く周知した。
・会 場 ：会員保育園、認定こども園内
・相談料 ：無料
・相談件数：下記一覧表参照
地区名

倉敷地区
（３３園）

水島地区
（１７園）

児島地区
（１３園）

玉島地区
（１５園）

電話・葉書・メール相談

５４９

１３７

１４

７２

来園（対面・帳面）相談

５，７２９

２，０６３

７６０

１，５３７ １０，０８９

地区相談合計件数

６，２７８

２，２００

７７４

１，６０９ １０，８６１

相 談

合計件数
（７８園）
７７２

(件)
（３）インターネットによる広報活動
・当協議会のホームページの内容を更新し、公益社団法人としての情報提供、並びに、会員
各保育園、認定こども園の最新情報を、より分かりやすく提供した。
・当協議会主催の人形劇公演、講演や研修等の事前及び当日の案内に関する情報について掲
載し、保育等に関する知識の普及啓発に努めている。
（４）パンフレット「すこやかな育ちを」及び「くらしき子育て相談のご案内」の修正
・２種類の当協議会発行パンフレットを最新情報に更新し、当協議会ホームページからダウ
ンロードし活用できるように提供している。（現在、制度改正に伴い修正中）
２．人形劇公演事業（事業委員会担当）
・日
時：令和３年７月８日(木)午前の部１０：００～１１：４０
〃
〃
午後の部１３：００～１４：４０
〃 ７月９日(金)午前の部１０：００～１１：４０
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・内
容：劇団銀河鉄道のファミリーミュージカル
・会
場：倉敷市民会館ホール
・対 象 者：市内保育園、認定こども園 園児、一般市民親子 等
・観 劇 料：１席につき１，２００円（引率者は除く）
・募集方法：ホームページ、広報くらしきへの掲載及び倉敷市民会館催し物案内等
上記のように、計画準備を進めていたが、新型コロナウイルス感染症拡大防止を鑑み、やむ
なく【開催中止】とした。

３．保育士確保対策事業（総務委員会担当）
（１）「令和３年度 倉敷市民間保育園・認定こども園 ガイダンス」の開催
・期 日 ：第 1 回 令和３年５月２９日（土）
⇒新型コロナウイルス感染症拡大防止を鑑み【開催中止】
第 2 回 令和３年６月２６日（土）１３：３０～１５：３０
⇒感染症対策を講じて【開催】
・会 場 ：水島愛あいサロン（倉敷市環境交流スクエア）コミュニティフロア
・対 象 ：岡山県内の保育士等養成校（20 校）の学生、既卒者等
・共 催 ：倉敷市（倉敷市保育・幼稚園支援室）
・参加園数：第 2 回 ３２法人７２園（３２ブース）
・参加者数：第 2 回 １０３名（県内保育士等養成校 11 校 100 名、一般の方 3 名）
・参加費 ：無料
（２）「倉敷市民間保育園・認定こども園 就活フェア～ここからスタート！～」の開催
・日時：令和４年２月２６日（土）１３：３０～１５：３０
・会場：水島愛あいサロン（倉敷市環境交流スクエア）コミュニティフロア
・対象：岡山県内の保育士等養成校（20 校）の学生（4 年生大学 3 年生、短期大学 1 年生等
2023 年 4 月就職予定者）並びに、既卒者等
・共催：倉敷市（倉敷市保育・幼稚園支援室）
・参加園数：２２法人５８園（２２ブース）
・参加費：無料
⇒ 新型コロナウイルス感染症拡大防止を鑑み【開催中止】
令和 4 年 2 月 17 日に開催中止を決定し、関係各所や当協議会ホームページへ告知した。
開催予定日（令和 4 年 2 月 26 日）には会場へ詰め、来訪者の対応に当たった。
後日、参加申込をいただいていた学生・養成校宛に、資料等を配付した。
（３）保育士確保対策関連事業
①当協議会ホームページの充実
「保育園・認定こども園で働くなら、倉敷市で‼ 」をキャッチフレーズに、平成 30 年度
にホームページを全面リニューアルし、学生向けに分かりやすいコンテンツを盛り込んだ。
登録画面の作成や、スマートフォンにも対応している。各園の保育士等の職員採用情報等
もアップ出来るようになり、学生等が自由に採用情報等を閲覧出来る。さらに保育士確保
対策に繋がるよう、内容を順次更新した。
ホームページＵＲＬ http://www.kurashiki-minpokyo.or.jp
②保育士等の登録受付（随時）
当協議会ホームページに「保育士登録」の項目を設置し、随時、保育士・栄養士・看護
師等の登録を受け付けた。登録情報は、情報開示を希望する会員園と共有している。また、
「採用情報」から各園の情報を入手出来るようになり、さらに「会員園一覧」から各園の
ホームページにもリンク出来るなど、保育士採用情報を随所に分かりやすく提供した。
③「倉敷市民間保育園・認定こども園 法人・施設・採用情報」（令和３年度版）
【保育園・認定こども園で働くなら、倉敷市で‼ 】冊子の作成（300 冊、白黒印刷）
県内外の保育士等養成校に配付し、倉敷市内での保育士等の就職ガイドとして活用を依
頼した。また、
「就職ガイダンス」の際には、直接学生に配付し好評を得た。さらに、当協
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議会ホームページに告知し、入手希望者にはデータを提供している。
④保育士確保対策のため当協議会「モデル就業規則」改正案の作成等
働き方改革関連法施行に伴い、保育園や認定こども園などの施設や、保育士・職員に対
してさまざまな課題や影響などの発生が考えられる。保育業務の効率化や、多様な雇用形態、
勤務形態の職員を採用するなど人員確保に向けた取り組み等、保育現場の働き方改革を進め
ていく必要が生じたため、専門家に依頼し、当協議会『モデル就業規則』の見直しを図り、
保育士確保に繋がるよう努めた。併せて、
専門家による説明会を開催し、会員園に周知した。
⑤倉敷市社会福祉協議会ホームページへ「バナー広告」掲載
倉敷市社会福祉協議会のホームページへ、「バナー広告」を掲載し、年間約 7 万件（１
ヶ月平均６千件）のアクセスを誇るホームページ内でアピールし、認知度の向上や潜在層
の獲得に繋げている。倉敷市社会福祉協議会のホームページを閲覧する学生、一般の方に、
広く当協議会を認知していただくと共に、保育士採用情報の告知や保育士登録に繋がるよ
う努めている。

他１ 会員向けの事業（各種会議の準備、運営）
１．総会（１回）
○定期総会
・日
時：令和３年５月２０日（木）１３：３０～１６：３０
・会
場：くらしき健康福祉プラザ５階 プラザホール
・対 象 者：当協議会に加盟する保育園・認定こども園の園長および職員
・議
案：（１）令和２年度 事業報告並びに決算報告
（２）令和２年度 監査報告
（３）役員改選
（４）令和３年度 事業計画案並びに予算案審議
・記念講演：演題「保育園等における避難行動について」
講師 倉敷市総務局防災危機管理室 副参事 兼 防災推進課 課長 渡邉直樹 氏
上記のように、計画準備を進めていたが、新型コロナウイルス感染症拡大防止を鑑み、開催
は中止とし、書面理事会（書面決議）により、全理事の承認、並びに、全監事の同意をもって、
定期総会は【書面決議】に変更する運びとなった。記念講演は【開催中止】が決まった。
令和3年5月14日、正会員全員に対して、上記総会の報告及び決議の目的である事項について
提案書を発送し、当該提案について、令和3年5月24日までに正会員全員から書面により同意の
意思表示を得た。
総会の決議があったものとみなされた日：令和３年５月２４日
総会の決議があったものとみなされた事項の提案をした理事：代表理事(会長) 財前
亘
議決権ある当法人正会員数：７８名
○臨時総会
・日
時：令和３年７月１日（木）１５：３０～１６：００
・方
法：【オンライン会議】（くらしき健康福祉プラザ２階 ２０１研修室から配信）
・対 象 者：当協議会に加盟する保育園・認定こども園の園長および職員
・議
案：理事の交代について
２．理事会（５回開催）
・第１回 令和 3年 4月22日(木)：【対面会議】令和２年度事業報告並びに決算報告の審議･承
認、定期総会の件、ガイダンスの件、新型コロナウイルス
感染症対策の件、第二種融資制度貸付審査他
・第２回 令和 3年 5月14日(金)：【書面決議】令和３年度定期総会を書面決議へ変更
・第３回 令和 3年 7月 1日(木)：【対面会議】各委員会からの報告、ガイダンスの件 他
令和 3年 9月16日(木)：【開催中止】新型コロナウイルス感染症拡大防止を鑑み
・第４回 令和 3年12月 2日(木)：【対面会議】事業中間報告と予算執行状況の報告他
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・第５回

令和 4年 3月 4日(金)：【オンライン会議】収支補正予算書案の審議承認、次年度
の事業計画案と予算書案の審議承認、定期総会、ガイダン
ス他

３．園長会（４回開催）
・第１回 令和 3年 4月22日(木)：【対面会議】令和２年度事業報告並びに決算報告の審議･承
認、定期総会の件、ガイダンスの件、新型コロナウイルス
感染症対策の件他
・第２回 令和 3年 7月 1日(木)：【オンライン会議】各委員会からの報告、ガイダンスの件
他
令和 3年 9月16日(木)：【開催中止】新型コロナウイルス感染症拡大防止を鑑み
・第３回 令和 3年12月 2日(木)：【対面会議】事業中間報告と予算執行状況の報告他
・第４回 令和 4年 3月 4日(金)：【オンライン会議】収支補正予算書案の審議承認、次年度
の事業計画案と予算書案の審議承認、定期総会、ガイダン
ス他

４．総務委員会
・令和 3年
・令和 3年
・令和 3年
・令和 3年

4月15日(木）
4月17日(土）
4月22日(木)
5月20日(木)

・令和 3年 5月28日(金)
・令和 3年 5月29日(土)
・令和 3年 6月26日(土)
・令和 3年 6月29日(火)

会計監査(監事・会計・正副会長・連協会長・事務局)
公認会計士 山形先生 会計指導（事務局）
新旧理事・監事 引継ぎ会
倉敷市から第二種融資金4,600万円借入と貸付
（第二種Ａ：8園、第二種Ｂ：5園）
新旧会長 事務連絡会議
倉敷市へ第二種融資金500万円の返済（借入辞退申し出により）
第１回 倉敷市民間保育園・認定こども園 就職ガイダンスの開催
⇒新型コロナウイルス感染拡大の状況を鑑み【開催中止】
第２回 倉敷市民間保育園・認定こども園 就職ガイダンスの開催
倉敷市民生委員推薦会（中桐監事出席）
＊本年度もコロナ禍のため、主に文書でやり取りが行われた。

・令和 3年 6月30日(水)

・令和
・令和
・令和
・令和

3年 7月20日(火)
3年11月 4日(木)
3年11月25日(木)
3年12月 2日(木)

・令和 4年 1月21日(金）
・令和 4年 2月26日(土)

・令和 4年 3月 8日(火)
・令和 4年 3月21日(月)
・令和 4年 3月30日(水)

県庁学事課へ令和２年度の事業報告書、決算書等の電子申請実行
県庁学事課へ令和３年度の代表者、理事、監事の変更等の電子申
請実行（新見会長、小松原監事、事務局）
倉敷市子ども・子育て支援審議会⑴（吉田副会長出席）
倉敷市保健福祉功労者表彰式
倉敷市子ども・子育て支援審議会⑵（吉田副会長出席）
木のおもちゃ贈呈式（別所皓二様 寄贈）17回目
出席者：新見会長、該当園５園⇒倉敷市庄、あしたか、
くらしきマチナカ乳児、ソラ小規模、みちる小規模
倉敷市子ども・子育て支援審議会⑶（吉田副会長出席）
倉敷市民間保育園・認定こども園 就活フェア～ここからスタート
！～」の開催
⇒新型コロナウイルス感染拡大の状況を鑑み【開催中止】
山中冨士子先生 勲章受章御祝記念品贈呈（新見会長、事務局）
社会福祉法人無量会若杉保育園落成式（吉田副会長出席）
倉敷市へ第二種融資金4,100万円の返済（新見会長、事務局）
県庁学事課へ次年度の事業計画書、予算書の電子申請実行
（新見会長、小松原監事、事務局）

５．予算対策委員会
保育所の運営に関連する予算陳情の内容を検討協議し、対市折衝を行った。
・令和 3年 8月20日(金) 予対委員に昨年度の「市長陳情要望書」を送付し、今年度の陳情項
目について、各自考えをまとめていただくよう依頼した。
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・令和 3年 9月 9日(木)
・令和 3年10月19日(火)
・令和 3年11月 2日(火)
・令和 3年11月30日(火)
・随時
・令和 3年12月24日(金)

昨年度の「要望書」への回答書を入手し、予対委員へ送付した。各
自の意見や要望を文書で返信してもらい、取りまとめた。
正副会長、正副予対委員長会議：今年度の市長陳情の項目について
検討
倉敷市担当課との打合せ会議（正副会長・正副予対委員長出席）：
今年度の予算対策についての協議
第１回委員会開催：今年度の市長陳情項目等の最終調整
委員の先生方へ陳情内容についての事務連絡、陳情書の作成
令和３年度 市長陳情
出席者：正副会長、総務委員、予対委員 19名
陳情項目⑴保育士等職員確保対策及び保育所職員の就労支援の充実
⑵予備保育士制度の充実と看護師配置補助制度の拡大につ
いて
⑶子どもの健全育成のための助成
⑷認定こども園への単市助成の対象拡大について
⑸老朽化の進む施設建て替え工事に対する補助について
⑹公立幼稚園施設の有効活用について
⑺総合遊具等の整備修繕に関する補助について
⑻その他

６．制度委員会
・令和 3年 8月31日(火)
・令和 3年 9月 7日(火)

委員会開催予定だったが、緊急事態宣言発出のため【中止】
正副会長、正副制度委員長会議を開催し、昨年度の制度委員長から
引継ぎ事項を確認した。
⑴【モデル】パートナー職員就業規則、給与規程等の改正
⑵キャリアパスシートの作成
⑶給料表改正の検討（人事院勧告の結果を受けて）
⑷諸規程等の見直しについて 他
・令和 3年11月30日(火) 第１回委員会：今年度の事業計画について
・昨年度の制度委員会の持ち越しとなっている件について検討する。
⑴パートナー職員就業規則、給与規程等の改正
⇒中原労務管理事務所 中原 俊 先生に相談、依頼する。
⑵キャリアパスシートの作成
⇒全国保育士会を参考に【市民保協】独自のモデルシートを作
成する。
⑶人事院勧告を受けて、給料表の改正等
・令和 4年 2月
【市民保協 モデル就業規則等 改正案】を、中原労務管理事務所
中原 俊 先生に作成依頼
・令和 4年 3月 4日(金) 「【市民保協 モデル就業規則等 改正案】の説明会」を開催する。
【オンライン研修】
講 師：中原労務管理事務所 中原 俊 先生
参加園：６１園
・令和 4年 3月12日(土) 【市民保協モデル就業規則等 改正案】を、WaWaOffice『ネットフォ
ルダ【民保協】』にアップロードした。
※委員会開催を予定していたが、新型コロナウイルス感染症拡大防
止を鑑み【中止】となったため、事業計画の一部を来年度に持ち
越すこととなった。

７．事業委員会
・令和 3年 7月14日(水)

第１回委員会：今年度の事業計画について
⑴乳児保育研修会
⑵主任保育士研修会
⑶職員研修会（視察研修等）⑷令和4年度人形劇公演について
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・令和 3年 9月 2日(木)
・令和 3年 9月10日(金)
・令和 3年11月 2日(火)
・令和 3年11月17日(水)

・令和
・令和
・令和
・令和
・令和
・令和

3年11月19日(金)
3年12月 3日(金)
4年 1月12日(水)
4年 2月 1日(火)
4年 2月15日(火)
4年 3月16日(水)

８．広報委員会
・令和 3年 9月 2日(木)

・令和
・令和
・令和
・令和
・令和
・令和
・令和
・令和
・令和
・令和
・令和
・令和
・令和
・令和

3年 9月21日(火)
3年10月19日(火)
3年10月21日(木)
3年11月 2日(火)
3年11月末
3年12月 2日(木)
3年12月10日(金)
4年 1月 7日(金)
4年 1月20日(木)
4年 2月 4日(金)
4年 2月中旬
4年 2月末
4年 3月 4日(金)
4年 3月11日(金)

第１回乳児保育研修会（小林純子先生） 【オンライン研修】
リハーサル
第１回乳児保育研修会（小林純子先生） 【オンライン研修】
事業委員勉強会「オンライン研修会開催のための勉強会」
（藤田圭典先生）
【対面研修】
第１回主任保育士研修会（石原剛広先生）【オンライン研修】
リハーサル
第２回乳児保育研修会（西 隆太朗先生）【オンライン研修】
リハーサル
第２回乳児保育研修会（西 隆太朗先生）【オンライン研修】
第１回主任保育士研修会（石原剛広先生）【オンライン研修】
第２回主任保育士研修会（諏訪利明先生）【オンライン研修】
第３回主任保育士研修会（藤田圭典先生）【オンライン研修】
委員会開催予定だったが、まん延防止等重点措置発出のため【中止】
第２回委員会【オンライン会議】
⑴令和4年度人形劇公演（劇団、内容等）について
⑵令和3年度の事業委員会主催事業（研修会等）の報告
⑶令和4年度の研修計画について
⑷その他

委員会開催予定だったが、緊急事態宣言発出のため【中止】
会議で収集予定だった広報紙「ふれあい」の企画案を文書で収集
・№90：12月発行予定（保育園利用者、会員、一般向）
・№91： 3月発行予定（保育園利用者、会員、一般向）
正副会長、正副広報委員長会議を開催し企画案の取りまとめ
委員会：広報紙№90の編集
正副広報委員長会：広報紙№90の編集、印刷会社と打合せ
委員会：広報紙№90の校正
各自で広報紙№90の最終校正
広報紙「ふれあい」№90の仕分け、発行配付
委員会：広報紙№91の企画、編集
担当者会：広報紙№91の編集
委員会：広報紙№91の編集、印刷会社と打合せ
委員会開催予定だったが、まん延防止等重点措置発出のため【中止】
正副広報委員長会：広報紙№91の校正、印刷会社と打合せ
各自で、広報紙№91の最終校正
広報紙「ふれあい」№91の発行
広報紙「ふれあい」№91の仕分け、配付

９．特別委員会
今年度の開催なし

10．関連機関との連絡調整 他
①倉敷市保育・幼稚園課
②倉敷市保育協議会
③倉敷市文化振興財団：財団主催イベントの前売り券斡旋
④倉敷市要保護児童対策地域協議会：児童虐待防止推進月間の広報、啓発活動
⑤倉敷歯科医師会、児島歯科医師会、玉島歯科医師会：民間保育園児の歯科検診委託
⑥内田隆志先生より自費出版 寄贈絵本を全園配付
・第14弾『ランディ 空を飛ぶ』（令和3年4月）
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