
児童養護施設仙台天使園 

 

１．年間行事 

 H２９． ４． ５    進級・新入学祝 

２１    実習生オリエンテーション 

５．１４    仙台市招待 八木山ベニーランド 

仙台国際ハーフマラソン応援 

        ２２～２６ 聖母月の祈り 

１８    苦情解決第三者委員会 

  ２７    学生ボランティアオリエンテーション 

  ３１    夏合宿下見 

６． ４    ベガルタ招待 

７    職員研修（講師；森一弘司教） 

  １７    ベガルタサッカースクール 

２１    非常時緊急連絡訓練 

  ２５    カッパ座招待 

茂庭台地域防災訓練 

      ７． ２    楽天招待 

９    ディズニーオンアイス 

１５    阿部和工務店焼肉招待 

２５～２６ 夏合宿（さくら@月浜） 

２９～３０ 茂庭台夏祭 

      ８． ２～３  夏合宿（南ライン＠秋田・道川浜） 

         ４～６   〃 （小学生＠網地島） 

         ５    茂庭台豊齢ホーム夏祭り 

         ５～   夏期帰省開始 

８～９  夏合宿（北ライン＋未就学児＠東松島・月浜） 

        １６    夏の BBQ（天候が悪く前庭で実施） 

        １９    聖母被昇天祭 

        １９～２０ YMCA キャンプ 

        ２１    CoCo 壱番屋カレー慰問 

２３    鶴ｹ谷墓地 墓参 

  ９． ３    案山子祭 

１０    茂庭台地区敬老祝賀会 

    １３    職員研修会（講師；福田京子 マインドフルネス） 

    １８    避難訓練 

    ３０    茂庭台児童館祭 

１０． １    茂庭台地区市民文化祭 

    ２～７  ロザリオの祈り 

９～１０ ディズニーリゾート旅行 

   １０    秋の遠足（幼児） 

   １０    芋煮会（青野木） 

   ２２    学区民運動会 



     １１． １～２  第三者評価  

         ５    七五三お祝い＠カトリック北仙台教会 

         ８    職員研修会（講師；川上次郎 東京恵明学園） 

１８    八木山ベニーランド招待 

２０    行政監査 

２５    笑いヨガ 

     １２． ２    松下労組大掃除慰問 

              インフルエンザ予防接種 

１０    招待クリスマス会 

１６    東北電力労働組合大掃除慰問 

        ２５    園内クリスマス会 

        ２６～   冬期帰省開始 

        ２７～２８ 帰省できない子どもの外出（グループごと） 

Ｈ２９． １． ２    初詣、初売（生出森神社～名取エアリ） 

８    餅つき慰問 

       ２５    苦情解決第三者委員会 

２． ３    豆まき 

   ４    一丁目町内会「つばき」説明会 

  １１    AR ラーメン慰問 

    １７    自立を祝う会 

        針原さんヘアカット慰問 

  ２４    CAP（子どもへの人権教育） 

３．１０    円谷プロ・ウルトラセブン慰問 

２１    歓送迎会 

 

 

      その他     誕生会 毎月１回（誕生月の児童と職員の外食会） 

              避難訓練 毎月１回 

              クラス活動 年数回随時 クラス毎 

        

 

２．特別活動 

  書道クラブ        不定期        ６名 

  茂庭台小サッカー                ４名 

  お花クラブ        月１回       １０名 

  ピアノクラブ       不定期        ９名 

  こじかクラブ       月１回       全児童（希望児）   

  絵画クラブ        月１回        ５名 

  

 

３．地域貢献活動 

  絵画クラブへ茂庭台小学校児童招待   子ども会活動への地域交流室の開放 

  みことばの集い（月 1 回の聖書勉強会） 



4．退所児支援 

  日下栞、須藤朝香、稲葉真哉、鈴木恵梨果、村山結花、佐々木愛、小野愛優美、 

  阿部藍郁、佐藤智也、千田春恵、佐々木亜蘭、後藤拓真 

 

佐藤江理沙、田村かおり、冨澤恵梨奈、日下稚菜はたびたび来園したため、特にこち

らから訪問はしなかった。 

 

 

5．職員研修 

（１）園内研修 対象者：職員 

H２９． ６． ７ 「人はみな、オンリーワン」 

真生会館      森 一弘司教 

     ９．１３ 「自分の中の怒りとどう向き合うか」 

           マイセラ・ジャパン 福田 京子 氏 

     １１． ８ 「施設小規模化の課題と展望」 

           東京恵明学園    川上 次郎 氏 

 

（２）外部研修 

H２９． ５．１３ 東北ブロック児童養護施設協議会研修会 

「直近の児童養護施設をめぐる制度動向と今後の課題」盛岡 

（土倉） 

          １３ なごみの会（里親会）勉強会（佐藤忠） 

６． ９「学ぶことが難しい児童生徒の理解と支援」仙台白百合学園 

  高校通信制課程教員研修会（土倉、下山） 

１５ 第６５回東北ブロック児童養護施設研究協議会 秋田 

         ～１６ （土倉、下山、庄子、遠藤由、髙橋） 

          ２１ 第４３回子どもの虐待防止セミナー 東京（相原） 

          ２４ 全国児童養護問題研究会全国大会 第 46 回東京大会（新田） 

          ２７ 第 51 回 日本カトリック児童施設協会全国会議 熊本 

         ～２２（土倉) 

７． ７ 被措置児童の権利養護（虐待防止）に関する研修会 ラサー

ルホーム（浅野、大場、三瓶） 

  １９ 第 51 回児童虐待問題研究会 仙台弁護士会館（村上） 

          ２１ 宮城県社会福祉施設中堅・監督職員研修 パレス宮城野（進

藤） 

２９ 平成 29 年度東北地区里親研修会 盛岡（佐藤忠） 

         ～３０ 

９． ５ 日本カトリック児童施設協会 東北ブロック施設長研修会 

弘前（土倉） 

           ６ 日本カトリック児童施設協会 東北ブロック職員研修会 

～７ 弘前（土倉、山田、青山） 

          ２２ こどもの夢ネットワーク研修会＆仙台市児童養護施設研究会 

合同研修会 ラサールホーム（土倉） 



          ２６ 「雇用管理セミナー」仙台国際センター（松田） 

          ２８ 東北ブロック児童養護施設初任者研修会 浅虫温泉 

         ～２９ （河村、遠藤華） 

３０ 第 62 回全国里親大会 京都（佐藤忠） 

      ～１０． １ 

          １０ 全養協特別セミナー「新しい社会的養育ビジョン」について 

             東京（土倉） 

          １３ ブロック別児童福祉施設給食関係者研修会 福島（伊藤） 

２６ 「新しい社会的養育ビジョン」研修会 エル・ソーラ 

   （佐藤忠、小野寺） 

２７ 被措置児童の権利擁護に関する研修会 ラサールホーム 

（伊藤、下山、進藤、佐々木智） 

       １１． ７ メンタルヘルスケア研修 フォレスト仙台（千原） 

８ 第 71 回全国児童養護施設長研究協議会 

         ～１０ 鳥取（土倉、日沢） 

１１ 障がい児里親向け研修会 東北福祉大仙台駅東口キャンパス 

   （佐藤忠） 

２０ 小舎制養育研究会研修会 鹿児島（成澤） 

２８ 関東ブロック児童養護施設事務職員研修会 大宮 

～２９ （松田、家田） 

       １２． ６ “人間と性”教育研究協議会児童養護施設サークル 

         ～ ８ 全国秋季セミナー 東京（石塚） 

１３ 社会的養護を担う児童福祉施設長研修会 

         ～１４ 東京（土倉） 

   Ｈ３０． １．２０ SBI 子ども希望財団 児童養護施設職員研修 東京（佐藤早） 

         ～２２ 

２５ 基幹的職員研修 仙台市児童相談所（近岡） 

２７ 里親支援技術向上セミナー 東京（佐藤忠） 

２８ アーチル養育セミナー 仙台市役所（日沢） 

２９ 宮城県子ども虐待対策連絡協議会研修会 本町分庁舎（村上） 

        ２． ６ 小舎制養育研究会 第 4 回会員研修 茅ヶ崎（下山） 

７ 社会福祉法人会計・経営セミナー 盛岡（千原） 

～ ８ 

 １３ 研修会「加害確認面接研修」市児相（村上、菅原香、浅野） 

 ２１ 社会福祉法人・社会福祉施設事務担当者研修会 ホテル白萩 

    （松田） 

２７ 防火・防災管理新規講習 フォレスト仙台（佐藤忠、千原） 

～２８ 

 ２８ 研修会「性的な問題への基本対応」さわらび学園（村上） 

３． ２ 平成２８年度全国児童養護施設中堅職員研修会（第 2 回） 

         ～１９  東京（佐々木智） 

   ４ こどもの夢ネットワーク・みやぎ里親支援センター共同研修会 

      宮城大学大和キャンパス（佐藤忠・深澤） 

５ 宮城県災害派遣福祉チーム員養成研修 基礎研修 

     東北福祉大仙台駅東口キャンパス（下山） 



6．定例会議 

   職員会議       月 １ 回（園内研修も含む） 

   連絡会        週 １ 回 

行事主任会議     月 １ 回 

   処遇会議       週 １ 回 

処遇打ち合わせ    毎   日 

   リーダー会議     週 １ 回 

防災会議       年 ３ 回 

厨房会議       月 １ 回 

   給食委員会      年 ３ 回 

   苦情解決委員会    年 ２ 回 

   人権委員会      年 ６ 回 

   性教育委員会     年 ６ 回 

   学習進路指導委員会  随   時 

 

 

7. 施設整備 

《 備品 》 

☆本園               ☆地域小規模施設 

    厨房食器洗浄機           システムキッチン 

    耐火金庫              システムバス 

    防災感知器更新           エアコン 

                      児童用机 

                        児童用ベッド 

《 修理 》 

☆本園 

      GHP 室外機修理 

ブラインド修理 

      網戸修理 

      給湯器修理 

      青野木倉庫シャッター修理 

 

 

8．子育てショートステイ 

   ２才 男児        ４日間 母の体調不良 

   ５才 男児        ５日間 母の出張 

   ２才 男児        ２日間 母の仕事 

    


