【2019 年新春 保育創造セミナー 保育研修会 in 徳島】
【原点回帰 保育の本質を学ぶ】
＝ 豊かな遊びから育まれるもの・育むもの ＝
テーマ. 【素晴らしいおもちゃの世界－豊かな遊び（学び）を助けるもの】
【講師】 樋口正春 保育創造セミナー代表 石神井町さくら保育園・まどか保育園理事長。
【講演内容】フレーベル以来、保育に欠かせないものとして研究、開発をされてきた
おもちゃの素晴らしさ、またそれらが作り出される背景についてお話しします。

実践発表．
【「具材」をめぐる保育の取り組み】
【発表者】 藤戸純子 東月寒保育園（札幌市）園長
【発表内容】「具材」というタイトルで発表された本は、保育の本としてはベストセ
ラー になっています。その中心的な実践園の園長として遊びにどう関わってきたの
かお話していただきます。

実践発表.【乳児保育を通して】
【発表者】 吉田直子 京都つくし保育園 主任保育士
【発表内容】乳児保育について多くの経験を持ち、子どもに対する深い愛情に満ちた
実践は、多くの保育者に影響を与えています。著書 根っこを育てる乳児保育(共著)

実践発表.【幼児の遊びと環境づくり】
【発表者】 若林剛 石神井町さくら保育園 年長児担任
【発表内容】幼児期の遊びは無限に広がる世界。その遊びをより豊かにするには、ど
のようなテーマを考え、環境を作るのかが大切。多くの保育実践を基にお話しします。

体験講習．
【けん玉道を通して育む心】
【指導者】 田崎隆也 日本けん玉協会徳島県支部 支部長
徳島県鳴門市に道場を設立し子ども達にけん玉道を熱心に指導。保育園で園児に指導
をしています。子ども達の心を磨くけん玉道は必見。3 歳～小学生の技を披露します。
※けん玉をご持参ください。体験レッスンで使用。販売あり（予約受付中）

【日時】
【会場】

2019 年 1 月 13 日（日）・14 日（月/祝）

３歳児 ノブくん

・13 日 受付開始 9:00～
・14 日 受付開始 19:00～

小４ このかちゃん
もしかめ 動画

講演 9:30～17:30
講演 19:30～12:30

あわぎんホール郷土文化会館
・所在地 770-0835 徳島県徳島市藍場町 2 丁目 14 番地

http://qq2q.biz/NoPg
TEL 088-622-8121

【定員】
120 名 ※受付順にて定員になり次第締め切らせていただきます。
【受講料】 10,000 円（税込） ※ 13 日の昼食（弁当）を含みます。
【懇親会】 5,500 円（税込） ※ 会場：天ぷら花三昧 沖浜町南開 088-654-8731
【お申込】 別紙「お申込み用紙」の記載内容をご確認後、必要事項を
ご記入し FAX にてお申込みくださいませ。【木のおもちゃデポー宛】
※締切 2018 年 12 月 1４日（金） FAX ０８８－６７８－８７００
【主催】

【共催】

ギフト雑貨・木のおもちゃデポー 代表 高田 健司
〒770-8053 徳島市沖浜町南開 330－1
http://www.depot-net.com
営業時間 10:00～18:00 13 日は 19 時まで特別営業致します。
保育創造セミナー・株式会社エルフ・おもちゃ箱・ヨシリツ株式会社・ジョルダン・クレーブラット

【お問合先】ギフト雑貨・木のおもちゃデポー TEL 088-656-0636 担当/西原・藤本・福岡
【保育創造セミナープログラム概要】
1 月 13 日 （日）

1 月 14 日 （月/祝）

9:00～9:30

受付

9:00～ 9:20

受付

9:30～10:00

挨拶 [樋口正春氏]

9:30～11:30

講演 [樋口正春氏]

10:00～11:30

発表 ［藤戸純子氏］「具材をめぐる保育の取り組み」

「素晴らしいおもちゃの世界

11:30～12:30

講習 [徳島けん玉道場]

豊かな遊び（学び）を助けるもの」

12:30～14:00

昼食 商品･書籍販売

「保育士けん玉パフォーマンス」

11:30～11:45

小休憩

14:00～15:30

発表 [吉田直子氏]

「乳児保育通して」

11:45～12:30

お楽しみ会・商品･書籍販売

15:30～17:00

発表 [若林剛氏]「幼児期の遊びと環境づくり」

※プログラム内容は変更する場合がございま

17:00～17:30

まとめ [樋口正春氏]

す。あらかじめご了承くださいませ。

18:30～20:00

新春懇親会 ＜参加希望者＞

けん玉道を通して育む心

【お知らせ】
◎ 13 日(日)の昼食はお弁当のご用意をしております。
◎ 当日会場にて商品（書籍除く）を消費税サービスにて販売致します。休憩時間にご利用くださいませ。
◎ 各園に“おもちゃのカタログ＆注文用紙”をご準備致しております。当日お配り致します。
◎木のおもちゃデポー＆plus 店舗にて『保育創造セミナーご参加者限定・特別フェア』実施中!!
★ 全商品 5%OFF にてご購入いただけます!!
★ 期間： 1 月 13 日（日）～ 31 日（木）

是非お立ち寄り下さいませ。13 日は 19 時まで特別営業致します。

営業時間 10:00～18:00 ★ 場所： 木のおもちゃ DEPOT

★ 駐車場有（店前 10 台 裏台 8 計 18 台） ★懇親会会場はデポー店舗向い側 天ぷら「花三味」

【アクセス情報】
会場地図

【JR 徳島駅より】
○ 徒歩８分

DEPOT & plus* 地図

【徳島空港より】
① 車で 25 分
② 空港連絡バスで２５分
③ 徒歩８分
【徳島インターチェンジより】
○ 車で 20 分
【鳴門インターチェンジより】
○ 車で 25 分

※出来る限り、公共の交通機関のご利用をおすすめ致します。
お車をご利用の場合は、周辺の駐車場（有料）をご利用ください。
当日は混雑することが予測されます。予めご了承ください。

【近隣の宿泊施設のご案内】

木のおもちゃ DEPOT 沖浜町南開 330-1
懇親会会場 (DEPOT 道向かい側)
花三味 沖浜町南開 330-22

※宿泊をご希望の方は、各自で直接ホテルにご予約ください。

ホテル名

連絡先

阿波観光ホテル

088-622-5161

徳島市一番町 3-16-3

徒歩１０分

アグネスホテル

088-626-2222

徳島市寺島本町西 1-28

徒歩 3 分

東急イン

088-626-0109

徳島市元町 1-24

徒歩 3 分

サンルート徳島

088-653-8111

徳島市元町 1-5-1

徒歩 10 分

木のおもちゃ

DEPOT

2019 年 1 月 31 まで有効

住所

食と暮らし絵本のお店

アクセス

plus*

2019 年 1 月 31 日で有効

