●主
●共
●後
●主

催
催
援
管

日本保育協会青年部・日本保育推進連盟青年部
日本保育協会北信越ブロック各支部青年部
厚生労働省 福井県 福井市 福井県民間保育園連盟
福井県民間保育園連盟青年部

■大会の進捗状況はフェイスブックで逐一紹介しています。

「来たれ！

全国の青年部員！」

子ども・子育て会議 がスタートした今年度（平成 25 年度）は、いろいろな区切りの年
でもあります。日本保育協会（昭和 37 年 10 月発足）が 50 周年記念式典を行い、日本保育
推進連盟（昭和 49 年１月結成）が 40 年目を迎えます。また福井県支部青年部（昭和 59 年
度創設）も誕生から 30 年目に入りました。そして、夏の参議院議員総選挙では自由民主党
が圧勝し、国会での「ねじれ」が解消されたことで、子育て施策がより推進される期待が高
まりました。
ところで、現在の日本保育協会青年部は、
「 若手園長の会 を結成しよう」という動きが
元になり、昭和 54 年３月末、
「日本保育推進連盟青年部」として正式発足しました。
「若手
の力で政治を動かし、保育を良くしていこう」といった気構えや、若手園長・青年保育者ら
に対する「時代の先駆者」
「次代の担い手」としての期待が、
「青年部」として結実したので
あります。
乳幼児を、子供を、大切にする 、これは保育者として当然のこと。 保育士を、職員を、
大事にする 、これは保育所経営者として当然のことでありますが、時代を先駆けるために
は真っ先に動くことが求められ、次代を担うからこそ、よく学ぶことが求められます。ま
た、国や政治に対して大きな動きができるよう、気心の知れた仲間作りが必然となってきま
す。
そしてその仲間相互にまた新たな学び合いが生まれる……これが青年部たる形の一つで
はないでしょうか。
今年の全国青年保育者会議は、「青年部員の、青年部員による、青年部員のための大会」
という思いを込めながら、
「幸福・満福・笑門来福。
」のテーマのもと、今後の保育界の将来
を担う青年部員の方々に、存分に福井を味わい、大いに福井を楽しんでいただきたい。そし
て「青年部とは何か」を語り合いながら、福井の地でしっかり勉強していただきたい…そん
な大会にしたいと考えています。全国の青年部員の皆さん、晩秋の福井に集ってください。
我々も皆さんをしっかりおもてなしさせていただきます。
第 35 回 全国青年保育者会議 福井大会
実行委員長 内藤俊穂
実 行 委 員
一 同

●日

程

平成２５年１１月２０日（水）〜２２日（金）

●会

場

ユアーズホテルフクイ （福井市中央１丁目４−８

TEL 0776‑25‑3200）

●参加者

全国の青年保育関係者

３００名

●参加費

３０，０００円（初日情報交換会、二日目昼食代を含みます）
※第５／第６分科会に参加される方は別途、追加参加費 3,000 円が必要です。

●大会スケジュール

初
日

１１月
２０日
（水）

１２：００

１３：３０

受付開始

開会式

１４：１５

二
日
目

１１月 ＦＷ分科会
２１日 バス出発
（木）

ユアーズホテル４Ｆ 芙蓉の間

１１月
２２日
（金）

１８：３０

２１：００

情報交換会

（終了）

１７：００

（各ホテル） ユアーズホテル４Ｆ 芙蓉の間

９：００

１２：３０

１４：００

１４：３０

１７：３０

第１〜４
分科会

（昼食・休憩）

ＦＷ分科会
バス到着

講演
（藤原和博）

（終了）

ユアーズホテル ユアーズホテル４Ｆ 芙蓉の間

アオッサ前 ユアーズホテル

最
終
日

１５：５０

行政説明 本部報告
ＯＢ対談 （チェックイン）
（厚労省） （推進連盟）

ホテル２Ｆ
８：３０

１５：１０

９：００

９：４０

１１：２０

１１：４０

１２：００

本部報告
（日保協）

全国青年部
グループワーク

フォトコンテ
スト表彰式

閉会式

（終了）

ユアーズホテル４Ｆ 芙蓉の間

【初日】11月20日（水）
１２：００〜１３：３０

受

付（２Ｆロビー）（クローク設置）

（４Ｆ「芙蓉の間」）
１３：００〜１３：３０ ウェルカム ハープ演奏
１３：３０〜１４：００ 開会式
１４：００〜１４：１５ （オリエンテーション、休憩）
１４：１５〜１５：００ 行政説明 講師：厚生労働省保育課長（依頼中）
１５：１０〜１５：４０ 本部報告（日本保育推進連盟）
１５：５０〜１６：５０ 福井県民間保育園連盟青年部３０周年記念企画
「ＯＢ対談・・・青年部立ち上げ秘話
＆現役青年部員へのエール」
（→詳細p.5）
１７：００〜１８：００ （チェックインタイム）
１８：１０〜
（情報交換会会場入場開始）
１８：３０〜２１：００ 情報交換会（→詳細 p.5）

③

【二日日】11月21日（木）
【第１〜第４分科会（全国青年部 専門委員会主催分科会）】（→詳細 p.6 〜 7）
９：００〜１２：３０ 各分科会（会場はユアーズホテル内で分散）
１２：３０〜１４：３０ 昼食・休憩
【第５・第６分科会（大会実行委員会主催 フィールドワーク分科会）】（→詳細 p.7）
８：１５〜 ８：３０ 集合（ホテルフジタ 8:20 発／アオッサ前 8:30 発）
８：３０〜
バスで各分科会へ（各会場で昼食）
１３：５０〜１４：００ ユアーズホテルに帰着
【講演】（４Ｆ「芙蓉の間」）
１４：３０〜１７：３０ 講演 「これからを生きる者へのメッセージ
〜あなたは今の自分の人生に満足ですか？〜」
講師：藤原和博 氏
（→詳細 p.8）

【最終日】11月22日（金）
（４Ｆ「芙蓉の間」）
９：００〜 ９：３０
９：４０〜１１：１０

本部報告（日本保育協会）
全国青年部グループワーク
「社会全体の意識改革のために…今私たちができること
〜 HUG. を通して考える青年保育者の行動理念〜」
（具体的内容は、決まり次第 Facebook にて報告します）
１１：２０〜１１：３５ 第５回フォトコンテスト表彰式
１１：４０〜１２：００ 閉会式（次期開催地ＰＲ、大会旗引継ぎ等）

④

福井県民間保育園連盟青年部創立３０周年記念企画

15:50 〜 16:50
■福井県民間保育園連盟青年部創立 30 周年記念企画として、青年部黎明期の先輩方をお招きし、全
国青年部や福井青年部の組織作り、中央と地方支部との関わり、行政や政治への働きかけ等につい
てお話をお聞きするとともに、
これからの青年部を担っていく若者へエールを送っていただきます。
【パネリスト】（６名）
全国青年部＝ 鈴木秀史 氏 （推進連盟青年部初代事務局長＝東京・柴又学園）
井 恒昭 氏 （推進連盟青年部第２代部長＝滋賀・醒井保育園）
蛯名将輝 氏 （推進連盟青年部第３代部長＝青森・青森甲田保育園）
加藤隆次 氏 （日保協青年部初代事務局長＝神奈川・亀井野保育園）
連盟青年部＝ 内藤秀穂 氏 （福井県民間保育園連盟青年部初代部長）
橘 照泰 氏 （福井県民間保育園連盟青年部第２代部長）
【コーディネータ】 内藤俊穂

（福井県民間保育園連盟青年部・現部長）

18:30 〜 21:00
■福井大会の情報交換会は、11 月〜２月の福井の「売り」でもある越前ガニをはじめ、福井の味覚
づくしを堪能していただきます。また、以下のアトラクションや企画を予定しています。ご期待く
ださい！
【むきむきみっちゃんによる

蟹むき パフォーマンス】

地元では「蟹むき名人」として知られる、むきむきみっちゃんが来場。スピーディーな 蟹むき
パフォーマンスをご覧いただくとともに、皆さんにも、みっちゃんの手ほどきでズワイガニをむい
ていただきます。
【お楽しみ抽選会】
昨年の愛媛大会・情報交換会の最後を飾った「お楽
しみ抽選会」。定番にするつもりはありませんが（笑）、
「愛の国」愛媛で生まれた企画を、幸福いっぱいの
福井でも…ぜひ、皆さんに福井の「福」をお持ち帰
りいただきたいと思っています。お楽しみに！
【シライバンド演奏】
福井のジャズ奏者・白井淳夫氏が率いる
シライバンドのジャズ演奏をＢＧＭにご歓談
ください。

⑤

（全国青年部 専門委員会主催分科会）

9:00 〜 12:30

第１分科会 「次代のあなたの園が見えてきます」
担当委員会：日本保育協会青年部

制度委員会＆特別委員会

タイムリミットまであと・・・・。すぐそこまで迫ってきている戦後最大の制度改革。伝わって
こない情報と複雑な仕組みが、私たちの視界をゆがめていきます。幼稚園・保育園の存在は？ 調
理室は？ 園庭は？ 地域事情は？ 「１号・２号・３号認定」って？ 答えは一つでないけれど、
それらさまざまに発生している濃い霧を晴らしていくことで、次代に向けたあなたの保育園の姿が
きっと見えてくるはずです。
【第一部】（ 9:00 〜 10:00）制度の説明 「知ってること全部教えます！」
（担当：堀 昌浩）
【第二部】（10:00 〜 12:00）シンポジウム 「次代のあなたの園が見えてきます」
コーディネーター： 大西 宏幸 （保育を知り尽くした大阪人＝大阪）
シンポジスト： 日吉 輝幸 （酸いも甘いも知っている！保育人！＝石川県）
井
量昭 （こいつは、まさに国宝級！＝滋賀県）
栗本 太郎 （愛媛から東京まで保育園を展開する、ザ・日本の保育＝大阪）
志賀口大輔 （青年部のデータバンク！保育から少子化を止める！＝静岡県）
竹内 勝哉 （保育とかけまして、叙情詩ととく…その心は、竹内勝哉！＝長野県）
渕田 秀雄 （田舎の制度は俺が作る！俺があにぃ！！＝熊本県）
堀
昌浩 （制度の表も裏も知り尽くすスペシャリスト！！＝栃木県）
【第三部】（12:00 〜 12:30）質疑 （質問に答えると、あなたの園の施設形態が…）

第２分科会 「当たり前だと思っていたけど、本当にわかっているのかな！？保育の奥深さ！（仮）」
担当委員会：日本保育協会青年部

保育委員会

日々笑顔で子どもたちのため、保育に一生懸命な私たち。でも、一生懸命なだけではプロじゃな
い！！ 新制度がスタートするまであとわずか・・・。幼稚園参入により教育的な側面が強くなると
思われる中、もう一度保育者である私たちが保育園の中の教育的要素を確かめ、考えていきません
か？ 私たちの強みである、幼稚園にはない０歳児から２歳児の保育（教育）と向き合いましょう！
全保育園の質の向上は、私たちの往き方次第です。
【第一部】（ 9:00 〜 10:30）シンポジウム 「０・１・２歳児の保育とは！」
登壇者： 坂本喜一郎 （日本保育協会青年部相談役＝神奈川県）
ラッドキ岸本妃咲 （日本保育協会青年部副部長＝滋賀県）
川又 朋子 （日本保育協会青年部保育委員会委員長＝茨城県）
安里
淳 （日本保育協会青年部保育委員会副委員長＝沖縄県）
【第二部】（10:45 〜 12:00）グループワーク 「０・１・２歳児の教育って」
【第三部】（12:00 〜 12:30）まとめ
※第２分科会への参加を希望される方は、第二部（グループワーク）における参加
希望グループを、巻末の申込書下段の欄に「０歳児」
「１歳児」
「２歳児」
「どこで
もよい」
（いずれか）とお書き入れください。

⑥

第３分科会 「人材確保、いつやるの？今でしょ!? 」
担当委員会：日本保育協会青年部 経営委員会
講師：
「夢屋」代表 杉本哲也 氏（松下政経塾 27 期卒／一般財団法人親学推進協会講師）
（予定）
今期の経営委員会は「保育は人なり」を活動テーマとしています。分科会は２部制とし、まず経
営委員会がこれまで研究を進めてきた就職ガイダンス等の事例や付随するデータを発表します。
第２部では、外部講師によるプレゼンテーション力のスキルアップについての講演を行い、保育
士・保護者・行政等に向けた積極的な情報発信のあり方を学んでいきます。

第４分科会 「自園の園だよりを見直してみませんか？」
担当委員会：日本保育協会青年部

広報委員会

講師：月刊ＵＲＡＬＡ編集部スタッフ（予定）
他園の園だよりがどんなものか気になりませんか？
園だよりは、おそらくどの保育園にも存在し、保護者と保育園をつなぐ重要なツールとして活用
されているものだと思います。インターネットが普及し、ホームページやフェイスブック、メール
配信等、新しい情報伝達機能が次々に出てきていますが、それでもなお、園だよりの持っている役
割は大きいものがあると思います。各園工夫を凝らしながら、日々の子どもたちの様子を知らせた
り、保育園の情報を伝えているのではないでしょうか。その工夫を参加者みんなで共有し、園だよ
りの秘めた可能性を探っていきたいと思います。
また、当日は、タウン情報誌の編集者（編集のプロ）を講師に招き、見出しやレイアウト等、編
集する際のこまかいポイントについても学んでいきたいと思っています。広報委員会ならではの切
り口で、園だよりについて考えていきますので、乞うご期待！！
※最後まで参加した方には、お土産も用意していますよ。
※参加する方は、事前に自園の園だよりを広報委員会宛 送っていただくことにしています。

フィールドワーク
9:00 〜 14:00

（大会実行委員会主催分科会）

定 員
各 30 名

第５分科会 「福井旬食ツアー 〜そば打ち体験＆おいしい海の幸〜」
福井県民が愛して止まない『越前おろしそば』の魅力を感じていただ
きます。職人技の『そば打ち』と福井ならではの味を体感してください。
その後は地元自慢の鮮魚店へ向かい、旬の海幸を目で楽しむも良し、
味わうも良し。福井の「豊かな食」と「おもてなしの心」溢れるこのＦ
Ｗに、是非ご参加ください。
■行き先：越前そばの里、松屋水産（ともに越前市）

第６分科会 「恐竜化石発掘フィールドワーク」
発掘現場より採石された石を実際に使っての「発掘体験」と、今や東
尋坊・永平寺に並ぶ観光名所となった「恐竜博物館」を見学していただ
きます。
日本名がつけられた恐竜４体の内３体が発見された 恐竜大国・福井
を感じてみませんか！
■行き先：福井県立恐竜博物館（勝山市）

⑦

第５・第６分科会は、
3,000 円の追加参加費が
必要です。

14:30 〜 17:30
ふじはらかずひろ

講師：藤原和博 氏（東京学芸大学客員教授／ＮＰＯ子供地球基金顧問）
拝啓、終電帰りのビジネスパーソン様。
35 歳からは、ただ頑張っても報われません。サービス残業をしても、給料は上がりま
せん。ポジティブシンキングだけでは、乗り切れません。そんな今こそ、あなたと家族
がつくる人生が始まるのです。‑‑‑‑ 著書「３５歳の教科書」
（幻冬舎）より
今の子供たちが二十歳になる 2030 年代。一体どんな時代
になっているのでしょうか。
今の日本は成熟期に突入してい
ます。実は熟し、成長は陰りを見せ、経済への期待はあるも
のの明るくなったとは言い切れない状況です。
確かに言える
ことは、
私達が保育をしている子供たちは確実に私たちが生
きてきたのとは違う社会を生きるのだということです。
「みんな一緒に幸せになれる」という高度経済成長神話は
既に崩壊しています。敷かれたレールはないし、もはや個人
がそれぞれの価値観で独自の幸せを追求する時代に変様して
しまった感があります。こうすれば上手くいく、という法則
や教科書が通用しない、
「正解」のない時代＝成熟社会の到
来。
「みんな一緒」の成長社会から「それぞれ一人一人」の
成熟社会への転換期が現代です。
講師の藤原和博氏はリクルート社のフェロー職から、
東京
都の義務教育初の民間校長に転身し、
区立中学校長を５年間
務めた人物です。これまでとは大きく異なるこれからの時
代、私たちはどう生きるべきなのか。藤原氏の多様な経験、
独自の視点から発せられる、
私たち青年保育者への熱いメッ
セージを受け取ってもらいたいと思います。

⑧

(c)IHA
〈講師略歴〉
昭和 30 年 東京生まれ
昭和 53 年
東京大学経済学部卒業後、
株式会社リクルート入社。
東京営業統括部長、新規
事業担当部長を歴任
平成５年
ヨーロッパ駐在
平成８年
同社フェロー就任
平成 15 年
都内では義務教育初の民
間校長として杉並区立和
田中学校の校長を務める
平成 20 年
大阪府・橋下知事（当時）
の特別顧問を務める

参加申し込みについて
下記の要領で別紙申込書に必要事項をご記入いただき、ＦＡＸにてお申し込みください。申込書
は施設単位で２名までご記入いただけます。
なお、日本保育協会青年部ホームページ（ＵＲＬは下記参照）から申込書データ（Excel データ）
を取得された方は、電子メールでもお申し込みいただけます（Excel データを添付）
。
また、支部単位のお申し込みや、１施設で３名以上のお申し込みをいただく場合には、青年部ホー
ムページから専用申込書データを取得していただき、電子メールでお申し込みください。

①【申し込む】 参加者・申込者 → 福井旅行(株)
ＦＡＸ送信番号 ０７７６−３４−１１１６
メールアドレス info ＠ iitb.jp
申込締切 １０月５日（土）
②【参加券・請求書等の発送】 福井旅行(株)

→ 申込者

発送予定時期 １０月上〜中旬

③【参加経費を振り込む】
指定口座 銀行 または 郵便局 （詳細は請求書に記載）
※領収書希望の方は大会当日に専用受付にて発行します。

申込・入金受付先
福井旅行株式会社

『第 35 回 全国青年保育者会議 福井大会』係

〒 918‑8015 福井市花堂南２丁目 16 −１
ＴＥＬ 0776‑34‑5555 ＦＡＸ 0776‑34‑1116
営業時間：毎日（定休日なし） 10:00 〜 19:00
担当：西村・関

要項・申込書データ取得先
日本保育協会青年部ホームページ
ＵＲＬ http://www.geocities.jp/nipposeinembu/

⑨

宿泊プラン
基本宿泊期間：平成 25 年 11 月 20 日（水）
・21 日（木）２泊
※各ホテルとも、11 月 19 日（火）・22（金）も宿泊可能です。
宿泊料金：１泊朝食付、税・サービス料込みのお一人様あたりの料金

ホテル名
１

ホテルフジタ福井

２

ホテルリバージュアケボノ

宿泊代金（お一人様あたり１泊朝食付き）
部屋タイプ
申込記号
シングル

７，８００円

Ａ

本館シングル

７，３５０円

Ｂ-１

Ｄタイプルームシングル

８，４００円

Ｂ-２

３

アパホテル福井片町

シングル

７，３５０円

Ｃ

４

東横イン福井駅前

シングル

７，０００円

Ｄ

（１）お申込みの際は必ずホテル申込記号（A・B‑1・B‑2・C・D）をご明記ください。
この要項にてご案内するホテルは、すべてシングルルームです。
禁煙ルームをご希望の場合は「禁煙希望」欄に○をつけてください。
ホテルは第２希望までご明記ください。
（２）各ホテルの収容人員には限りがございます。先着順に受け付け致しますが、やむを得
ずご希望のホテルが確保できない場合には別のホテルをご案内致しますので、予めご
了承ください。
（３）ホテルでの朝食が不要の場合でも、料金の変更・払い戻しは致しません。
（４）ホテル決定の連絡につきましては、第２希望まででご用意できましたら、請求書の送
付をもってホテル決定の回答とさせていただきますので、予めご了承ください。
（５）上記以外の宿泊希望日、またはご不明な点等ございましたらお問い合わせください。

取消料について
ご予約のお取消しの場合、下記取消料を申し受けます。
（１）取消事由が発生次第、お早目にＦＡＸまたは E‑mail にてご連絡をお願いします。
間違い防止のため、電話での変更・取消はご遠慮ください。
（２）宿泊予約の変更・取消につきましては下記の取消料を申し受けます。
取消日
１５日前まで
１４日前〜２日前まで
前日
当日または無連絡不参加

取消料
無料
２０％
５０％
１００％

※上記の当該日数は、ご利用の前日から起算した日数とさせていただきます。
※取消料の適用は、
弊社営業時間内にご連絡をいただいた日を基準日といたします。
※ご変更・お取消しに伴う返金は、大会終了後、当該取消料と送金（振込）手数料
を差し引いて送金させていただきますので、予めご了承ください。

⑩

【会場周辺案内図】

至 金沢

至 京都

至 Ｒ８ / 北陸道 福井ＩＣ

会場■

ユアーズホテルフクイ

福井市中央１丁目４ ‑ ８

TEL0776‑25‑3200

宿泊■

ホテルフジタ福井
福井市大手３丁目 12‑20
（旧福井ワシントンホテル）
ホテルリバージュアケボノ
福井市中央３丁目 10‑12
アパホテル福井片町
福井市順化１丁目 16‑ ７
東横イン福井駅前
福井市大手２丁目１ ‑ １

TEL0776‑27‑8811

⑪

TEL0776‑22‑1000
TEL0776‑28‑7111
TEL0776‑29‑1045

ＦＡＸ送信先：０７７６−３４−１１１６ 申込締切 10/
E-mail送信先：info@iitb.jp

第35回全国青年保育者会議 福井大会

参加申込書（分科会・宿泊）

申込
区分

５

(土)

新規・取消
追加・変更

（いずれかに○をつけてください）

申込者
ふりがな
施設名

支部名

施
設
住
所

申込者のお名前

施設
ＴＥＬ

〒

施設
ＦＡＸ
申込者
携帯電話

（註）上記住所・施設名・申込者氏名は、大会事務局からの書類（参加券・請求書等）送付先になります。

参加者
ふりがな
お名前

№

職名

年齢

性別

１

男
・
女

２

男
・
女

ふくい

記
入
例

福井

たろう

太郎

主任
保育士

３５

分科会

宿泊ホテル

第１希望 第２希望 第１希望 第２希望

男
・
女

５

１

Ａ

Ｂ−１

（註１）申込書のご記入は、同一法人であっても必ず施設（園）単位でお願いします。
（註２）記入例をご参考にボールペンなどでご記入ください。送付後はこの申込書を必ず保管しておいてください。
（註３）支部単位のお申し込み、１施設で３名以上のお申し込みをいただく場合には、要項９ページ記載のＵＲＬから
専用申込書データを取得し、電子メールにてお申し込みください。
備考欄

※前後泊のご希望をはじめ、ご要望等ございましたらご記入ください。 ※第２分科会：希望するグループ

●お申込み・お問合せ先

iitb福井旅行

福井旅行株式会社 「第35回全国青年保育者会議福井大会」係
〒918-8015 福井市花堂２丁目16-1 TEL：0776-34-5555
営業時間：毎日（定休日なし）10：00〜19：00 担当：西村／関

禁煙
希望

○

