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新型コロナウィルス感染症拡大防止の為、6 月 5 日（土）「教育・保育現場における保護者支

援」、８月 20 日（金）「地域子育て支援の必要性」講師：徳山大学 准教授 竹下徹先生の講演会

を延期しました。今後、日程が決まり次第、お知らせ致します。         

☆今後の予定☆ 

●10 月 16 日（土） 「乳児保育の現状と課題」～今、保育者がすべきこと～ 

講師:大阪総合保育大学 学長 大方美香 先生  ＜中止＞ 

●11 月 6 日（土） 「ドキュメンテーションの必要性と活用法」 

13:30～15:30       講師：秋草学園短期大学 准教授 浅井拓久也 先生 

●2022 年      「子どものありのままの姿を保護者とどう分かりあうか」   

1 月 22 日（土）   講師：独立行政法人国立特別支援教育装具研究所  

↓ （延期）      インクルーシブ教育システム推進センター  

3 月 5 日（土）      上席総括研究員（兼）センター長 久保山茂樹 先生 

13:30～15:30          

●2022 年      「保育は子どもの¨今¨から始まる」     

2 月 26 日（土）     講師：東京大学名誉教授・日本保育学会会長・白梅学園大学名誉学長 

13:30～15:30         汐見稔幸 先生 

 ☆講座内容のお問い合わせ、お申込み等、お気軽にセンターまでご連絡ください。 

 

5 月 17 日（月）10 月資格試験コース～①基礎編を開催し

ました。宇部フロンティア大学の伊藤一統先生に「保育士を

めざして～保育を取り巻く現状と展望」と題して、ご講義を

していただきました。保育士になるプロセスや、保育士試験

等について、詳しく教えていただきました。 

「保育士の仕事に興味 

がもてました。不安もあ 

りますが、保育士資格試 

験に挑戦してみたいと思 

います。」等の感想があり 

ました。 

6 月 22 日（火）に、 

②保育士トーク編を開催 

しました。実際にこの講座を受講し試験を受けて合格した方

を講師としてお招きして、勉強方法や実技試験の様子等を教

えていただきました。講師の先生のお話を聞いた後も、皆さ

んから次々に質問が出て、とても意欲的で活発な意見交換会

でした。「試験に合格された方のリアルな話が聞けて、モチ

ベーションがあがりました。」等の感想をいただきました。

また、県福祉人材センターから保育士バンク登録や実技講習

事業（県内保育所で実習）や就労準備金等様々な支援がある

ことをお話されました。 

☆今後の予定☆ 

＜10 月資格試験コース＞ 

③試験編      9 月 7 日（火）10:00 ～11:30 

④就職編     10 月 26 日（火）10:00 ～11:30 

＜４月資格試験コース＞ 

①基礎編     11 月  ９日（火） 9:30 ～11:30 

②保育士トーク編 12 月 ９日（木）10:00 ～11:30 

③試験編・就職編 

 2021 年 2 月 17 日（木）10:00 ～11:30 

社会的問題になっている保育士不足解消の為、当センター

では、保育士資格取得を目指す方を応援しています。今後も、

講座については、ブログでもご案内していきます。 

 
 

やまぐち子育て福祉総合センター（やまこそ）機関誌 

 
5 月 18 日（火）に、保育園併設子育て支援センター14 拠点（山口市保育協会地域子育て支援部

会）とやまぐち子育てねっと（めぶき）12 拠点の職員が集まって、「やまぐち子育てはぐくみねっ

と」の研修会（全体総会）を開催しました。 

まず初めに、こども未来課課長、主幹、子育て保 

健課課長より行政説明がありました。「現在、子育 

て支援拠点施設が、26 施設になり年間 6000 人が来 

所しています。ヤングケアラーや子どもの貧困、虐 

待等子どもの問題も年々変化してきています。今、 

地域子育て支援に関わっている皆様の協力が必要で 

あり、今後も連携を取っていきたいと思っています。 

また、地域のあらゆる機関が、虐待をおこさないと 

いう意識をもち、見守ったり関わったりすることが 

必要です。オール山口で、子ども達を見守っていき 

ましょう」等お話されました。 

その後、各地域子育て支援拠点施設の紹介と情報交換を行い、有意義な研修会（全体総会）を開

くことが出来ました。今後も市内で、子育て支援活動をしている皆さんがつながって、山口市の子

育てを共に支えあっていきたいと思います。 

「やまぐち子育てはぐくみねっと」では、お互いの情報交換会や子育て支援活動に関しての研修

会を年に数回おこなっています。今年度は、5 月 28 日（金）、6 月 18 日（金）に木のおもちゃ 

重田木型 重田秀徳先生を講師にお迎えして、「子どもが喜ぶ木の玩具作り」を開催する予定でし

たが、新型コロナウィルス感染症拡大防止の為、延期としました。今後研修会の日程が決まり次

第、お知らせ致します。 

 

 

 

 

※重田秀徳先生の玩具作りは、地域子育て支援拠点施設（やまぐち子育てはぐくみねっと）の職員

のみ参加となっております。 
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山口市旭通り一丁目 6 番 19 号 

山口市立山口保育園 2 階 

 

やまぐち子育て福祉総合センター 
（やまこそ） 

 

ター 

やまぐち子育て福祉総合センター 

（山口保育園２F） 

済生会山口総合病院 

山口情報芸術 
センター 

・・・開所時間・・・ 

月～金 

8:30～17:15 

（相談受付は 8:30～16:30） 
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「やまぐち子育てはぐくみねっと」研修会（全体総会） 

令和3年度保育者・子育て専門研修 

山口市 
教育委員会 
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保育士資格応援講座 



 

山口市では、現在保育現場で働く保育

士が不足しています。保育士資格を活か

して、保育園で働いてみられませんか？ 

①     9 月  ９日（木）   

②    11 月 30 日（火） 

③2022 年  2 月 １日（火） 

※上記 3 回の講座は、同じ内容です。 

時間は 10:00～11:30 です。 

センターでは、講座以外に潜在保育士

の方の個別の相談対応もしています。現

在の保育現場の様子や働き方等の情報を

お伝えし、働くことに関する様々な不安

や疑問についてセンター職員が一緒に考

えています。ご相談、お待ちしておりま

す。 

 

センターでは、発達についての相談

員が在籍しています。今年度も専門の

相談員が、幼稚園・保育園等に訪問

し、子どもの関わり方等を園職員と一

緒に研修しています。また、お子様の

発達のことで困ったり悩んだりしてい

るご家庭の相談も受け付けています。     

発達についての相談がある場合は、

センターまでご連絡ください。 

やまぐち子育て福祉総合センター（やまこそ）機関誌 

 
７月８日（木）認定こども園 旭幼稚園   主任 田中佳代 先生 

8 月 3 日（火）認定こども園 阿知須幼稚園 主幹 吉本倫子 先生 

認定こども園の主任の先生 2 名

にお話をしていただきました。パ

ンフレット等を用いて、認定こど

も園の特色や園生活の流れなどを

お話されました。「幼稚園選びのポ

イントは何ですか？」等、参加者

の質問に対して、一つ一つ丁寧に

説明されました。「直接、先生のお

話が聞けて良かったです。とても

分かりやすかったです。」等の感想 

をいただきました。また、当センター所長より、公立幼稚園・国立大学附

属幼稚園ついて、情報提供しました。 

はじめての園生活応援講座 幼稚園編は、終了しました。 

☆今後の予定☆  

＜はじめての園生活応援講座 保育園編＞ 

●10 月 19 日（火） 10:00～11:30 

参加者の皆さんで、保育園入園についての不安や悩み等を共有すること

で、気づきやヒントがみつかったらと思います。センターでは、個別の幼

稚園・保育園・認定こども園等の入園相談もしています。 

※8 月 24 日（火）、9 月 2 日（木）に、予定しておりました、はじめての

園生活応援講座保育園編は、新型コロナウィルス感染症拡大防止の為、中

止としました。 

 

 

 

 

 

  

 

 

6 月 15 日（火）、9 月 14 日

（火）に、山口調理製菓専門

学校 宇士育美先生をお迎え

して、食育講座を開催する予

定でしたが、新型コロナウィ

ルス感染症拡大防止の為、中

止としました。 

☆今後の予定☆ 

●2022 年 2 月 14 日（月） 

10:00～11：30 

対象は、0～3 歳の未就園の

親子です。「食」について考え

ながら、簡単に作れる栄養豊

富なメニューを教わります。 

ぜひ、ご参加ください。 

 

 

  

また、講座開催等のお知らせは、山口市子育て応

援サイトでも随時掲載します。 

http://www.city.yamaguchi.lg.jp/site/kodomo/ 

 

山口、秋穂、阿知須、徳地、阿東地区の保健センター、平川地域交流セン

ターの育児相談に訪問しました。就園等の情報提供をしました。また、セン

ター（やまこそ）の紹介もしました。今後も育児相談に出かけます。 

 

新型コロナウィルス感染症拡大防止

の為、6 月 8 日（火）に予定しており

ました、１歳のふれあい講座は延期と

しました。また、日程等が決まり次

第、ブログなどでお知らせ致します。 

    
ぐるるんぱの岡田先生を

お迎えして、2 歳のおはなし

会を開催します。 

乳幼児期は、心と言葉が

育つ時期です。お父さん、

お母さんの愛情たっぷりな

声で読み聞かせると、子ど

も達は、とても安心し、幸

せな気持ちになります。親

子で、絵本の世界を楽しみ

ませんか？ 

●2022 年３月７日（月） 

10:00～11:00 

対象：２歳～2 歳 11 ヵ月の

未就園の親子 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

潜在保育士応援講座 
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 ＜ブログＱＲコード＞ 

 ＜子育て応援サイトＱＲコード＞ 

はじめての園生活応援講座 幼稚園編 

 

1 歳児のふれあい講座 

 

新型コロナウィルス感染症拡大防止の為、5 月 27 日（木）の第一回「0 歳

の生活と遊び」は中止となりましたが、7 月 20 日（火）の第二回「0 歳の生

活と遊びの講座」は実施しました。当日は、10 組の親子が参加されました。    

親子でふれあい遊び（トーキョート 

ニホンバシ、ちょちちょちあわわ、うえ 

からしたから、だるまさん）等を楽しみ 

ました。そして、手形を取って、カード 

制作をしました。また、手作りおもちゃ 

の牛乳パックじょうろにシール貼りもし 

ました。座談会では一人ずつ自己紹介を 

した後、今悩んでいることや皆さんに聞 

いてみたい事を話してもらいました。質問に対して、所長が話をしたり、参

加者の方に経験を話してもらったりしました。 

「わらべ歌を教えてもらったので、家でも実践してみようと思います。人見

知り・場所見知りも捉え方次第で、こちらの心の持ち方が変わると分かりま

した。」「他のお母さんの話が聞けて良かったです。」等の感想がありました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 歳のおはなし会 

食育講座 

0 歳の生活と遊びの講座 

やまぐち子育て福祉総合センター（山口市 保育

幼稚園課）は、今年で開設して 8 年目になります。   

市内の教育・保育・子育て関係者を一元的につな

いでいき、山口市版利用者支援事業を実施していま

す。子育て家庭が笑顔で安心して地域で過ごすこと

を「理念」として、利用者支援、人材育成、地域連

携の事業をしています。 

やまぐちの「やま」、子育ての「こ」、福祉総

合センターの「そ」で、「やまこそ」と呼

んでいます。 

 

発達相談 

 

センターの取り組みを広くお知らせするためのブ

ログです。 

ブログで、講座の申し込みの電子申請が出来

るようになりました。ブログ更新日は、火・金曜日

です。ぜひ、ご覧ください。 

http://blog.capan.info/kosodate-yamaguchi/  

 

育児相談訪問 

 

http://www.city.yamaguchi.lg.jp/site/kodomo/

