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1. 定款抜粋 

 第２章目的及び事業 

（目的） 

第３条この法人は、子育て中の家族と、それを支援する地域住民、地域団体及び社会に対して、保育園

の運営、保育と子育てに関する支援、食の安全・安心のための活動、障がい者等の社会的弱者の社会参

画支援などの事業を行うことによって、子育て環境の充実及び地域社会の振興と発展に寄与することを

目的とする。 

（特定非営利活動の種類） 

第４条この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。 

(１) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動 

(２) 社会教育の推進を図る活動 

(３) まちづくりの推進を図る活動 

(４) 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 

(５) 子どもの健全育成を図る活動 

(６) 地域安全活動 

(７) 人権の擁護又は平和の推進を図る活動 

(８) 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動 

(９) 観光の振興を図る活動 

(１０) 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動 

(１１) 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動 

(１２) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動 

 

（事業） 

第５条この法人は、第３条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

(１) 特定非営利活動に係る事業 

① 保育事業 

② ひとり親家庭支援事業 

③ 屋内遊び場事業 

④ ネットワ－クづくり事業 

⑤ 情報収集及びその公開と発信事業 

⑥ 地域活動を担う人材の開発育成事業 

⑦ その他本法人の目的達成のために必要な事業 
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2.事業成果 

私たちは、「すべてのお母さんを独りにしない」をミッションに掲げ、 

 

目的に沿って、子ども達をとりまく地域の意識向上や環境改善に寄与することを目的に、

特定非営利活動に関わる事業を行った。 

 

① 保育園事業・・・認可・認可外保育施設の 2施設 

② 屋内遊び場事業・・・木育広場もくれん 

③ 地域活動を担う人材の開発育成事業 

④ ネットワ－クづくり事業           LotusWoodVillage 

                           平成 29年 4月 1日事業開始 

⑤ 情報収集及びその他公開と発信事業 

 

 

 

未来の親になる大人が安心して子どもを産み育てられる子育て支援事業を、日々クオリ

ティがあがっていることをスタッフ一人ひとりが認識しながら支援をおこなっているところで

す。 

 

 

 

➢ 平成 30年   事務所住所移転登記完了 

 

 

 

 



特定非営利活動法人 Lotus 

  

 

3.事業の実施に関する事項 

(1) 特定非営利活動に係る事業 

定款事業名 

➢ 保育事業①  

【施設名】 認可小規模保育施設 「ロ－タス保育園」 

【施設長】山口 巴 

【認可日】平成 27年 4月 1日 

実施日時 29年 4月 1日～30年 3月 31日 

実施場所  会津若松市金川町 3-18 1階 

従業員人数 11名 (園長 1名 事務 1名 保育士 8名 調理師 1名) 

受益対象者の範囲及び人数 

【法定基準】 

➢ 対象月齢:生後 3 ヵ月～2歳児(遅生まれ 3歳になる年迄入園) 

➢ 定員:19名 

【広域受入れ】 

➢ 会津若松市を中心とする 17市町村在住の育児世帯 

支出額(千円) 23,766,618円 

事業内容 

【開園時間】7:00-19:00 

 

【開園日数】2017年度 稼働日数 342日 

 

【広域受入地域】会津坂下町・喜多方市・磐梯町・猪苗代町・会津美里町在住。

保護者の通勤エリア圏内により受入実施 

 

【休園日】 

第 2・4・5日曜日・7/20前後創立記念日・年末年始 12/30-1/3 

※保育の質の向上の為、休園日の職員研修実施 

➢ 日曜祝日開園・GW・お盆開園 

サービス業・福祉・医療系従事者中心に、女性の復職、キャリアを活かし

た女性参画での地域の雇用、活性化、潜在待機児童の解消に貢献してい

る 

➢ 厚労省キャリア形成促進助成金導入 

  

【助成金】 

① 認可給付金 

② 特別保育事業 

③ 業務効率化推進事業 
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(2) 特定非営利活動に係る事業動に係る事業 

定款事業名 

➢ 保育事業② 

【施設名】認可外保育施設「ロータスキッズ」 

【施設長】吉津 美和子 

【設立日】平成 22年 7月 20日 

実施日時 29年 4月 1日～30年 3月 31日 

実施場所 ロ－タスキッズ保育園 (会津若松市金川町 3-18 2階) 

従業員人数 4名 (保育士 2名、看護師 1名、事務 1名) 

受益対象者の範囲及び人数 

【認可外保育施設要綱により】 

➢ 定員:19名(保育室基準により) 

➢ 居住地制限なし 

➢ 対象月齢:生後 50日～学童保育 

支出額(千円) 4,025,836円 

事業内容 

対象月齢内容以外、全て認可小規模ロ－タス保育園と同じ内容 

【助成金】 

① NHK赤い羽根募金基金 

② 運営費助成金(2万円) 

③ 健康診断助成 

 

 (1) 特定非営利活動に係る事業 

定款事業名 ひとり親家庭支援事業 

実施日時 29年 4月 1日～30年 3月 31日 

実施場所 ロ－タスキッズ保育園 (会津若松市金川町 3-18  2階) 

従業員人数 4名 (保育士 2名、看護師 1名、事務 1名) 

受益対象者の範囲及び人数 会津若松市を中心とする 17市町村 

支出額(千円) 0円 

事業内容 
【保育園】2017年度一時保育園児受け入れ 

【もくれん】利用者のひとり親子育て相談支援 
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(1) 特定非営利活動に係る事業 

定款事業名 地域活動を担う人材の開発育成事業 

実施日時 29年 4月 1日～30年 3月 31日 

実施場所 Lotus Wood Village(まちの駅ロ－タス村)会津若松市大町 2-8-14 

従業員人数 4名 (保育士 2名、看護師 1名、事務 1名) 

受益対象者の範囲及び人数  

支出額(千円) 0円 

事業内容 会津大学・会津短期大学生の職場体験 

 

 (1) 特定非営利活動に係る事業 

定款事業名 

ネットワ－クづくり事業 

【設立日】平成 29年 5月 5日開園 

【空き店舗事業】平成 29年 4月 1日～32年 3月 31日 

実施日時 29年 4月 1日～30年 3月 31日 

実施場所 Lotus Wood Village(まちの駅ロ－タス村)会津若松市大町 2-8-14 

従業員人数 2名 

受益対象者の範囲及び人数 広域 

支出額(千円) 7,105,890円  中心市街地空き店舗事業Ⅰ期目 

事業内容 

➢ 屋内遊び場事業だけでは不十分な子育て支援を包括的に行うため、対象

を子育て世帯全体を育成するために常設施設として開園。子ども達の健

全育成と取り巻く子育て親へのサポ－トを行う。 

➢ 中心市街地活性化の視点も取り入れ、子育て世帯が安心して乳幼児同伴

で入店可能な設備を整えている。(授乳・オムツ交換・ママカフェ・個室・マ

マサ－クル室) 

➢ 5月 30日まちの駅認定 

➢ 子ども達のモノ作り意欲を育成していく為、モノ作りコミュニティカフェとした 

➢ 木育キャラバン森林事業部窓口(平成 27年-29年福島県地方創生サポ－

ト事業による展示室) 

➢ 福島県会津振興局との TV・ラジオ出演 

➢ 木育キャラバン展示倉庫 (平成 27年-29年ふくしま未来基金) 

➢ 会津地区子育て支援団体等イベント会場・会議室として提供 

➢ 広域自治体からのイベント・子育て支援行事の連携 

➢ 「AIZUビュ－ティ－いきいきサロン」3期目事業 
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・世代間交流が可能な木育遊び広場を作り、乳幼児から高齢者まで、木の香り

に触れて遊び、孫、玄孫世代の子育て世帯とフレアか機会を創出 

・高齢者へ向けたリハビリ用気の玩具のセレクト 

・乳幼児は、家庭で使う頻度が少ないと思われる成長発達に影響のある玩具を

セレクト 

・日替わりもの作り体験メニュ－ 

➢ 自治体などへのプレゼン 

会津美里町へ木育キャラバン開催 

2017 年度事業出生祝い品プロデュ－ス委託契約 年間出生数

131 名 

➢ コミュニティスペ－ス「Lotus Wood Village」 

会津若松駅玄関口の通りに面した中心市街地活性化地域。 

自治体、各種団体、町内会関係より、弊社オ－プンにより、各定

例イベント来場者は大幅に増加し子供たちの滞在時間が長くな

ったと喜びの言葉を頂いている。人数のカウントはしていない

が、感覚的に一回のイベントの都度 300 名超利用有。 

 

➢ 修学旅行生、小学校中学校の体験学習の受入れにつながり、スペ－ス

の収益へ貢献。 

福島県内・宮城県・新潟県・東京都・千葉・岩手・山形・茨城など。学生

利用者のみで 1 日多くて 30 名程度。福島県材、間伐材を利活用したオリ

ジナルモノ作り体験メニュ－に発展。 

効果は絶大であり、日々企画メニュ－に進化を遂げている。 

① 木育キャラバン開催地及び成果  

➢ 出向など総件数 36件 計画 5件:実績 12件 120%達成 

➢ 入場利用者数合計 おおよそ 61,959人(昨年度 6000人) 

➢ 木育キャラバンタイトルの変更となった 

「木のおもちゃまつり 20**年」→「東北最大級 木育イベント 森のめ

ぐみの木練がっこう～ゲーム機器のいらない木育の世界」へ 

⚫ タイトルに思いを込めた 

⚫ 思いに賛同共感される協力者が増えた 

⚫ 入場者が劇的に増加した 

⚫ 結果累計入場者数 1 万人は、木育事業関係団体の知れるところとな

り、問い合わせなど増加し波及効果が絶大となっているイベントに成

長。木工事業の発展地域や木育事業推進自治体、企業の問い合わせや

連携事業の増加 

⚫ 「株式会社内田洋行」との連携事業へ発展中。 
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LotusWoodVillage(ロータスウッドヴィレッジ) 

時期 2018/5/5 

内容 ⚫ 福島県木育推進事務局 (Lotus 木育キャラバン森林事業部) 兼木質玩具ショール－

ム設置 

⚫ この3 年間に企画製作し構築してきた木質玩具すべてを展示 

⚫ 行政他、木育事業に関する問い合わせ、視察などに以下の自治体や企業に対応(会

津美里町・金山町・湯川村・須賀川市・山形県・郡山市・いわき市・国見町・三

島町・福島県立博物館・アクアマリンふくしま・幼稚園・保育園などなど) 

⚫ 児童養護施設木育キャラバン開催  

乳児院 乳幼児 14 名 職員 6 名にて開催 

2018年度開催日 

11/9 会津若松乳児院(生後間もなく～2 歳入所施設)1 回実施(2 回目開催予定日 1/26

に、施設入所児童感染蔓延の為中止) 

9/8会津児童園(2歳以上児～高校生 18歳まで) 

2017年度中開催は年間計画通りとなる為無理だが、2018年度より年間定例行事となる

ことが決定 

良かった点 ⚫ 自治体などからの、キャラバン要請、オリジナル玩具、出生祝い品、キッズスペ－スプ

ロデュ－スなど、当初の予測から大きく悦脱して、発展的な事業へと成長 

⚫ オリジナル企画商品が多く誕生し商品化できた 

(乳幼児歯固め・キ－ホルダ－・マグネット・ピンバッチ) 

⚫ さらには、木の端材を利活用し、子どもたちにモノ作り体験できるよう構築した。仕入れ

分も含め弊社オリジナル企画メニュ－として 40種類まで発展 

⚫ 立地条件、取組み内容が認められ、「まちの駅」として認定された。『まちの駅ロ－タス

村』と命名。 

課題・改善点 職員が全員女性である強みと弱み。 

木材玩具の為、全て重量があり、移動、準備、設置、撤収、収納のサイクルが非常に

重労働で肉体労働となっている。 

当然、重労働に慣れていない女性職員ばかり。 

結果、生産性、効率性については後回しになり、4 年目以降現在の大きな課題を残し

てしまった。 

現在も尚、日々クオリティ向上の為に、準備→搬入→設営→撤収→積み下ろし→収納

までの一連の流れの生産性と効率を上げる改善を繰り返している。 
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木育事業 実施内容詳細 

NO. 日程 イベント名 主催 入場者数 

1 4/15 テコまつり 会津若松市 不明 

2 5/3 子どもまつり 会津若松市 3,000  

3 5/5 ふれあいこどもまつり（大町） 大町通り町内会 300  

4 5/8 県立博物館（玩具貸出） 福島県 不明 

5 6/10 工人まつり 会津三島町 20,000  

6 6/18 高田梅種飛ばし 会津美里町 不明 

7 7/9 Roots つながるしぇ 民間団体 不明 

8 7/29-7/30 美里町おもちゃキャラバン 会津美里町 1,700  

9 8/12 県立博物館（玩具貸出） 福島県 不明 

10 8/20 つながるまるしぇつながるしぇ(猪苗代 民間団体 不明 

11 9/2-9/3 アピオフェス 組合 280  

12 9/16 美里ふれあいウォーク 会津美里町 1,200  

13 9/29 Roots 玩具 ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽ Roots  

14 9月 9月度AIZUﾋﾞｭ-ﾃｨ-ｶﾚｯｼﾞ 会津若松市 86  

15 10/7 ドクトル野口健康フェスタ 中心市街地活性化協議会 300  

16 10/7-/8 東北こども博2017 仙台大学 16,300  

17 10/9 大町ストリートフェス 大町通り町内会 250  

18 10/14 柳津福祉まつり（玩具貸出） 柳津町 不明 

19 10月 10月度AIZUﾋﾞｭ-ﾃｨ-ｶﾚｯｼﾞ 会津若松市 116  

20 11/5 いわき木育おもちゃキャラバン 保育園・旅館 410  

21 11/5 ハウジング夢フェスタ 光和産業㈱ 1,000  

22 11/9 乳児院ｷｬﾗﾊﾞﾝ ロ－タス 14  

23 11/26 みちのくけん玉フェスタ 日本けん玉協会 300  

24 11月 11月度AIZUﾋﾞｭ-ﾃｨ-ｶﾚｯｼﾞ 会津若松市 68  

25 12/8-12/10 木練がっこう ロ－タス 10,000  

26 １２月 12月度AIZUﾋﾞｭ-ﾃｨ-ｶﾚｯｼﾞ 会津若松市 60  

27 1/10 会津若松市 初市 十日市 会津若松市大町通り 475  

28 1月 1月度AIZUﾋﾞｭ-ﾃｨ-ｶﾚｯｼﾞ 会津若松市 96  

29 2/7 田島町ピノキオ鉄道（玩具貸出） 会津田島町 不明 

30 2月 2月度AIZUﾋﾞｭ-ﾃｨ-ｶﾚｯｼﾞ 会津若松市 53  

31 3/23-24 福島県赤十字血液センター血液感謝デ－ 赤十字 69  

32 3月 いわき市認可小規模玩具ﾌﾟﾛﾃﾞｭ-ｽ たねまき保育園  

33  産後ママのチアマミ－講座 民間団体 60  

34 ３月 3月度AIZUﾋﾞｭ-ﾃｨ-ｶﾚｯｼﾞ 会津若松市 70  
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35 3月 アクアマリンカワセミ水族館キッズスペ－ス  

36 4/27-5/8 県立博物館（玩具貸出） 福島県 不明 

37 4/26-5/7 木練がっこうin うすい百貨店 福島民報社 5,592  

38 ４月 4月修学旅行・体験学習受入 県外小中学校2校 13  

39 ５月 5月修学旅行・体験学習受入 県外小中学校7校 147  

    利用者合計 61,959  

① 組織基盤強化 

チラシ・法人パンフ   

法人組織マニュアル   

 

② 常設型包括コミュニティスペースと出向型を構築 

⚫ LotusWoodVillage(ロータスウッドヴィレッジ) 2017/5/5オープン 

⚫ まちの駅に認定「まちの駅ロ－タス村」 

 

 

 

 

 

         《屋外の様子》                     《店舗内の様子》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⚫ 福島県木育推進事務局 (Lotus木育キャラバン森林事業部) 兼木質玩具ショール－ム 

 

 

 

 

 

 

⚫ 木育キャラバン事業 

宣伝社用車               「全ての子どもたちのために」 
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⚫ オリジナル商品企画開発 

① 歯固め 

   「企画段階」      「完成品:歯固め」 

                蓮・蓮の葉・れんこん 

 

 

 

 

 

 

 

② 自治体出生祝い品 

「蓮とれんこん ピンバッチ・マグネット」「戊辰 150周年 会津葵ピンバッチ・マグネット」 

 

 

 

 

 

 

『木育キャラバン森林事業部』 

《想定外》 

本年度のスケジュ－ルをこなす為に、社

用車が必要となり急遽中古購入。 

正式な事業部名が定まりました。 
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「自治体イメ－ジキャラクタ－キーホルダ－」 

「戌年 マグネット」   

 

 

 

 

 

その他企画玩具及び「東北最大級 木育イベント 森のめぐみの木練がっこう～ゲーム機器のいらない

木育の世界」全体像 

《会場ビフォ－アフタ－》 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《イベント開催中》 
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企画製作玩具 

キビタキカタカタ(幅910mm×高さ1200mm) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
三丁目交差点 会津産材使用(幅420mm×高さ420) 

うん低 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    
 
 
 柵(幅100mm×高さ300mm) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
湯玉風呂(幅1000mm×高さ900mm) 
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 (1) 特定非営利活動に係る事業 

定款事業名 

屋内遊び場事業 

【施設名】木育広場もくれん 

【設置日】平成 25年 3月 7日 

実施日時 29年 4月 1日～30年 3月 31日 

実施場所 
赤ちゃん木育広場 もくれん 

 (会津若松市町北町上荒久田字石尻 216) 

従業員人数 3名 

受益対象者の範囲及び人数 
会津若松市を中心とする 17市町村・中通り全域・浜通り全域・ 

東北６県・帰省子育て世帯 他県観光客 

支出額(千円) 12,673,489円 

事業内容 

➢ 福島県認可屋内遊び場 

東京おもちゃ美術館監修を受けて、「木育」を導入した東北初の『常設』木育広

場施設である。 

電気ゲ－ム機器のいらない木質玩具遊具で楽しめる東北唯一の「木育子育

て」を推進し、『電子音』から子ども達を保護し五感の育成に特化 

➢ 乳幼児が故に外出や遊びの場所を制限されがちな子育て世帯の為に、

安心安全な環境を提供 
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➢ 休館日を平日とすることで、全ての子育て世帯が利用しやすい対応を構

築。地域の世代間交流の場として、子育て支援貸切り、行政イベントや県

内外の団体利用者が急増している 

 

➢ 有識者からの屋内遊び場施設、取扱い玩具遊具のクオリティは東北一で

あるとの評価を得ている。施設、玩具の選定、量、メンテナンスのきめ細

やかさ等、東北トップクラスと東京おもちゃ美術館多田館長お墨付きであ

る。 

【開園時間】10:00-12:00  13:00-17:00 

【休館日】毎月曜・木曜・年末年始 12/30-1/3 

【対象】 

⚫ 妊婦・乳幼児・小学生(乳幼児兄弟)・観光客・幼稚園・保育所・子育て支援

団体・自治体主催イベントなどの開催開場・遠足・講演・教室開催 

【環境設備】 

⚫ 耐震構造クリア 

⚫ 有資格者配置(保育士・教員及びおもちゃインストラクタ－等) 

① 乳幼時期に育まなくてはならない、「五感と感性」の育み方を、子育て有資

格者及び専門知識を有する職員からノウハウを学べる場所でもある 

② 低年齢時期に特化し、現代社会の子ども達の発育と成長の課題や悩みを

解消 

③ 東北随一と言われる木質玩具量及び質のクオリティに定評がある 

④ 寄付金(立正佼成会)20万円 

 

 

(1) 特定非営利活動に係る事業 

定款事業名 情報収集及びその他公開と発信事業 

実施日時 29年 4月 1日～30年 3月 31日 

実施場所 まちの駅ロ－タス村 Lotus
ロ－タス

 Wood
ウ ッ ド

 Village
ヴィレッジ

 

従業員人数  

受益対象者の範囲及び人数  

支出額(千円)  

事業内容 ネットワ－クづくり事業として記載 
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【補助事業概要実績報告書①】 

補助事業名 29年度福島県地域創生総合支援事業(サポ－ト)補助金 

実施日時 29年 4月 1日～30年 3月 31日 

事業名 「木育による伝統産業活性化事業 Ⅲ期目」 

交付決定事業費(千円) 183万円  

支出額総事業費(千円) 4,020,804円 

事業内容 

➢ 木育キャラバン森林事業部窓口 

➢ 自治体の視察研修 

➢ 自治体出生祝い品事業 

➢ 福島県木産材を使用しオリジナル玩具企画開発 

➢ 先進地の視察研修(3名)「東京おもちゃ美術館おもちゃまつり」 

➢ 依頼のある自治体、子育て支援団体、教育機関、子育て支援団体主催イ

ベントへ参加し、木のおもちゃ広場空間を作り、木のおもちゃに触れて遊

ぶ機会、製作した福島県産木の玩具を活用し、会津を PR した 

➢ 製作した木のおもちゃ発表も兼ね、世代を超えて木のおもちゃに触れる機

会を創出するイベント開催「木練がっこう」 

⚫ 開催場所:アピオスペ－ス大ホ－ル 

⚫ 開催日 12/8-10  

⚫ 来場者 10000人(昨年度 4200人) 

 

 

 

 

【補助事業概要実績報告書②】 

 

補助事業名 ふくしま未来基金補助金 

実施日時 29年 6月 1日～30年 5月 31日 

事業名 「組織基盤強化木育キャラバン構築 Ⅲ期目」 

交付決定事業費(千円) 2,541,600円  

支出額(千円) 総事業費 3,188,749円 

事業内容 

◆法人マニュアル作成 

◆人材育成研修 

◆法人パンフ作成 
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法人組織マニュアル作成 

時

期 

2017/6-7月  

内

容 

就業規則以外の自社マニュアルを制作。職員全員が一冊ずつ所有。 

組織を知り共有するべく方向性を学べる。職員が自ら自己啓発を行い、自身の能力開発及び会社へ

の貢献心や成長を施すためのツ－ルとし、人材育成する為のキャリアアップマニュアル 

01 目標体系 36 ページ(組織とは何か・組織目標の共通理解・私たちの組織について) 

02 仕事の進め方 116 ページ(仕事とは何か・保育者である前に・基本行動・ステップアップを目指

して・職場の風土作り・問題解決・コミュニケ－ションスキル) 

03 情報管理･保護者対応 40 ページ(情報管理・保護者との関わり) 

04 キャリアパス 42 ページ(キャリアパスとは・保育園のキャリアパス・評価制度の運用) 

05 人事規定(予定) 

06 参考資料 31 ページ(保育所保育指針・児童憲章・児童の権利に関する条約・全国保育士倫理綱領) 

良

か

っ

た

点 

20 代～70 台まで幅広い年齢層が活躍する職場である為、価値観を共有できる研修の場で大活躍してい

る。組織人として、理念方針ビジョン、会社基準一般常識、学ぶツ－ルが出来たこと。再確認テキストとし

て活用。 

方向性を確認するマニュアルとしても効果的であり、制作して大変良かった。 

課

題

・

改

善

点 

① 保育園に関するボリュ－ムが大きいため、4 施設(3 事業)ごとに平均的な内容にしていきたい 

② 「木育広場もくれん」、2017/5/5 にオープンしたばかりの「LotusWoodVillage」、2017 事業で軌道にの

ってきた木育キャラバン「木練がっこう」に関する内容を深めていく必要がある。 

※これについては、組織コンサルタント(2018/1-5月までの 5ヶ月間)でコア職員と共に学び作り上

げていく 

③法人としての理念、ビジョン等を、誰でも分かりやすくという視点で文章化したのだが、逆に長

く分かりにくくしたように感じるため、①②と共に、早急に修正している最中です。 

人材育成研修 

時期 2017/8/22～2018/7/18 全 12回 

内容 世界一を生み出した超一流から学ぶ「本物の脳科学」 

開催会場予定地が会津若松市から郡山市に変更になったことで、受講参加者は受講時

間 13:00-18:30(会津着時間 19:30)で参加可能の職員と絞り込まれ、3 事業所中収益ウ

ェイトの高い保育事業部署より 1 名選出。経営者:山口と保育士:田崎須美の 2 名が代

表受講。 

山口が 2/8 入院欠席以外、全ての受講済み。また、下記日程受講後、約 1 週間～次回

日程までの 1 ヶ月間のドリ－ムワ－ク(提出宿題)が義務付けられており、期限厳守に

て終了。 

【一社日本リ－ダ－育成推進協会 講師:臼井博文】 

株式会社サンリ取締役 能力開発研究所室長 JADA 協会認定 SBT グランドマスタ

－コ－チ 
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【受講日】受講時間 13:00-18:30 

【プログラム】世界一を生み出した超一流から学ぶ「本物の脳科学」 

第 1 講 2017/8/22 最強プラス思考に必要な 3 大要素 

第 2 講 9/11 脳科学で叶える夢と目標 

第 3 講 10/17 最強組織づくりの基本① 

第 4 講 11/7 最強組織作りの基本② 

第 5 講 12/4 確実に夢や目標に近づく脳をつくる 

第 6 講 2018/1/11  自信を高める脳の使い方 

第 7 講 2/8 超集中状態のつくり方(山口:入院の為欠席)  

第 8 講 3/8 感謝脳を活性化する 

第 9 講 4/4 究極の感情コントロ－ル法 

第 10 講 5/25 自分の存在理由を認識する 

第 11 講 6/12 使命感を高めるには 

第 12 講 7/18 最強幹部への道と総まとめ 

 

以上でプログラムは終了になりますが、1 講～11 講までの受講内容のテクニック、ノウハウ

を自社版に導入しています。 

良かった点 4 施設間合同朝礼を行うことになり、施設間のコミュニケ－ション、事業のシェア、組織内の

統一が図られるようになってきた。 

社会人となって 30 年。大手企業管理職であった 17 年、また、起業して 8 年間の中で受講

してきた数々のセミナ－、研修の中で過去最高の素晴らしい内容でした。この 1年にわたっ

て学んできた内容を、もっと早くに受講し実践していたらもっと早くに組織基盤強化に着手で

きたであろうことを知る機会となった。 

我が子を始めとする家族や、これまで弊社を退職という選択をし去った者、山口自身がそ

の人材を活かすことが出来なかった未熟さ。 

今後、受講できた我々2 名が実践して現場に導入していくことにより、最強最高チ－ム作

り、組織を仕上げていくパワ－と学びを得た。あとは、限りなく実践あるのみの先が見える

研修であった。次回も受講したい。 

課題・改善点 開催始期と場所が予定と変更になったことで、当初受講希望の幹部職員が参画出来なくな

ったことが悔やまれる。(家庭の事情) 

社歴の浅い職員にとって、大きな気づきを得る苦痛の研修であったに違いない。フォロ－ア

ップの重要性も学んだ。 

今後の組織力を高める研修のあり方を考えるきっかけにもなった。 
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法人パンフ 

時期 2018/1～2018/05 

内容 事業所別、施設別。プロジェクト別といったように、弊社で取り組んでいる様々な事業をより

的確に正確にわかり易く、より提案型で、何十回も修正しながら完成。 

① 差しかえれるようにリ－フレット袋型 

② 創設者の思い 

③ 認可保育園 

④ 認可外保育園 

⑤ 屋内遊び場 

⑥ 各プロジェクト 

⑦ 出向型木育キャラバン 

良かった点 今回法人として初めて着手した。 

制作にあたり、事業の気付き、組織図の整理と明確化、職務分担の細分化など、パンフレ

ットの制作だけには終わらない経営に関する内容を整理することが出来とても良い機会だ

った。 

また担当者を社歴の浅いスタッフに任せた。最後まで責任を全うしたことはもちろんのこと、

この制作を通して、弊社の事業を熟知整理できたスタッフに成長。多大なる貢献度だった。 

委託した会社の担当者が非常に親切且つセンスも良く、完成まで何十回となる修正変更に

根気強く付き合っていただけた。非常に丁寧に対応してくださったお陰である。とてもわかり

易く最高の仕上がり。良い出会いとなり、今後の制作物についても依頼していきたい。 

※別途資料添付別送 

4施設チラシも作成(別送により添付) 

課題・改善点 制作したことに満足せず、成長あってのツ－ルである為、定期的に洗い出し作業をすること

をしていきたい。 

またその時期を明確に設定し、3年おきに更新していける組織へ成長させていくこと。 

 

その他の事業 

定款事業名 無 

実施日時  

実施場所  

従業員人数  

受益対象者の範囲及び人数  

支出額(千円)  

事業内容  

 


