
平成雲8年度　社会福祉法ノ、福徳会　/ト零時保育園
事業辛皮告書

(平成29年3月31日現在)

報 生 口 者 �轟務所の所在地l福岡則圃市幸福童957番地l 名　称l社会福祉法人福徳会楠際育園(電話)0942-72-3474 

l氏　名　就庄年月日　　年齢l　住　所 ������������職業 
代表者l木村操　平成25・3・21　67　中潮市幸福童953番地Il ������������理事長 

保育園設立綱目 �������平成25・3.・釘　　　　福徳会設立謹話年月日 ������平成25年3・21 

事 業 �社会福 ���種類及び名称　　　　所在地　　　　　事業開始年月日 ���������定員 

保育所 ���������120名 

社会福祉法人福徳会　小都市専権董957番地l �������平成25・4・l 

祉事業 ���小郡保育園　… 

入所　鯛　　弼　　6月　7月　8月 ������掘　　朋 ��明　朗　l月　明　明・∫　計 

葉97 ��98　102　101102 ����102　102 ��104　105　107　108　107　l,235 

役 員 �定　数l　理　事　l　6　名 ����������監　事　!　2　名 

役職 ��氏　名 ���就任年月日 ���年齢 �職業 �社会福祉に関する ���理事会への 
売‾高　　有無 ���出席回数 

理事長 理事 理事 ��木　村　操 ���平成幼・4・l ���68 �翻醸 �有 ���8 

松　尾　知∴明 ���平成郷・4・l ���76 �理事 �有 ���7 

深　町　浩　三 ���平成妨・4・l ���75 �理事 �有 ���8 

理事 ��今　徳　純　一 ���平成豹・4・l ���68 �理事 �有 ���7 

理事 理事 軽輩 ��吉　原　隆　升 ���平成幻・4・l ���38 �理事 �有 ���6 

秋永眞理子 ���平成釘・4・l ���57 �撼張 �有 ���8 

寺　崎　稔 ���平成釘・4・l ���63 �監事 �有 ���8 

軽輩 � �田　中　敢　闘 ���平成釘・4・l ���7l �整革 �有 ���7 

施 設 長 �施設名　　　氏　名　l　　就任年月日　　年齢　　資格の有無 
、、小郡保育園　秋永眞理子　　平成25年4月l日　　研　　有 　　　　　　　　　　　　　　　　　　● 

理 事 会 �開催年月日 ����出席者数 ���決　議　事　項 平成28・5・23 〃28・6・6 〃28・9・12 〃28・10・4 〃28・ll・23 〃28・12・28 〃29・3・8 〃29・3・28 ����8(監事合) 8(監事合) 8(監事合) 7(監事合) 7(監事合) 6(監事含) 8(監事合) 6(監事合) ���毎決議事項に関してば弼鰊①を参照 

不 動 産 の 所 有 状 況 �所在抱 ������ �評価額 (円) ����備考 

‾土 塊 �寺霹童9卵番地l �����1625.8 �5l,685,0飢) ����寺臨董958番143.03壷 

2 皿 �����幸福童963番地184.35壷 

以上2件は、肥山孝弘氏と 

土地使用貸構契約書(無憤)を 

結んでいます。 

建 物 �小都市寺揺童 957番地l �����603.13 　2 m �3,508,668 ���� 



平成28年度

臆■ �園内行事 �� 
毎週 �衛生検査(週初め) 

各月 �身体測定 ��スポーツ教室 

避難訓, �練 �英語教室 

保育相談日(第3土曜日) ��音楽教室 

誕生日会 ��移動図書館 

栄養指導 

4月 �4 �始園式 �23- �子ども読書の日 9 �入園式 

春の遠足(年長) 

5月 �10 �子ども祭り(春の運動会) � � 
14 �保育参観。保護者会 

6月 �1 �健康診断(内科) �10 �時の記念日 3 �健康診断(歯科) 

スイミングスクール(年長葛年中)6-9月 

7月 �6 �七夕まつり � � 
9 �作品展 

9 �七夕会(保育参観・保護者会・教養講座) 

22 �園内夏祭り(お店屋さんごっこ) 

8月 �7 �大崎七夕神社お祭り � � 

9月 �15 �お月見会 �1 �赤い羽根共同募金 
17 �運動会 �19 �敬老の日 

10月 �4 �校区敬老会 �27 �読書週間 

幼年消防ふれあい訓練 

5 �健康診断(内科) 

7 �健康診断(歯科) 

18 �保育参観(リズム運動あそび) 

20 �グランドゴルフ大会(年長) 

11月 �15 23 �秋の遠足(年長・年中・年少二バス遠足) �3 �文化の日 
七五三お参り �23 �勤労感謝の日 

劇遊び大会 

生活発表会 

12月 �22 �クリスマス会 � �大晦日 27 �大掃除 

28 �修了式 

1月 �4 �始園式 �4 �お正月 
12 �書初め大会 �7 �七草がゆ・鏡開き(ぜんざい会) 

18 �こままわし大会 

31 �ばら組新幹線遠足 

2月 �3 �豆まき � � 10 �小学校体験入学(年長) 

記念撮影会 

3月 �3 �ひな祭り会"音楽会 � � 

8 �お別れ会 

11 �卒園式 

13 �お別れ遠足 

15青1 �来年度新入園児説明会・体験入園会 


