令和元年度
学校法人さくら学園

＜事業報告＞

・慈恵幼稚園
定員 315 名
令和元年度在園児数 319 名（年少 106 名、年中 111 名、年長 84 名）
幼保連携型認定こども園に移行
2 号認定保育園コース 45 名(年少 15 名、年中 15 名、年長 25 名)
1 号認定幼稚園コース 256 名(年少 91 名、年中 96 名、年長 69 名)
10 月より保育料が無償化
安城七夕まつり(８月)への参加取りやめ
お泊り保育 7/23～7/24 運動会 9/22、音楽会 12/7、作品展 1/11、生活発表会 2/15
中学生職場体験受入れ(安祥 5 月、矢作・安城北 6 月)
歯科医療ファッション専門学校歯科衛生士学科への体験学習(年中、11 月)

・第二慈恵幼稚園
定員 310 名
令和元年度在園児数 303 名（3 歳児 95 名、4 歳児 112 名、5 歳児 96 名）
タクシー型遊具１台設置
安城七夕まつり(８月)への参加取りやめ
運動会 9/16、JA まつり 11/10(年長マーチング)

・第二じけい保育園
令和元年度在籍園児数 20 名（0 歳児 2 名、1 歳児 6 名 2 歳児 12 名）
タンバリン等の教具購入、ロッカーやテーブル、いす等の校具購入
夏祭り 7/30、運動会 10/20、敬老会 9/4、作品展 1/111、生活発表会 2/29、
子育て支援活動 水遊び 7/17、運動会ごっこ 10/2、クリスマス制作 12/4

・安城生活福祉高等専修学校
定員 600 名
令和元年度在籍数 409 名（1 年 176 名 2 年 121 名 3 年 112 名）
生徒募集…調理師科男子(19 名)入学
アンフォーレ 1 周年記念感謝祭参画(6/1～3)
キッズファッションショー6/2、ファッションショー6/3、
パン・焼き菓子販売 6/3
産学連携
①南山園コラボ販売(抹茶パン・クッキー)6/6
安城七夕まつり参画 ﾌｧｯｼｮﾝｼｮｰ 8/4(14:30) 製菓販売 8/6(10:00)
ｽﾃｰｼﾞ発表 (8/5 13:00 手話ｺｰﾗｽ,ﾀﾞﾝｽｸﾗﾌﾞ)
新美南吉生誕祭 7/30(手話コーラス・ダンスクラブ)
安城市福祉まつり参画 10/1(礼法クラブ、ダンスクラブ)
サンクスフェスティバル・ファッションショー10/28
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部活動
高等学校体育連盟定時制通信制大会
「卓球」県大会優勝→全国大会出場 8/6～東京
「バレーボール」県大会優勝→全国大会出場 8/1～神奈川県
全国高等専修学校体育大会出場
「ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ,ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ,卓球,ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ」7/23～7/25 山梨県
愛知県高校生介護技術コンテスト出場 7/15(土)3 年介護 3 名
第 62 回学園祭 ファッションショー 10/27(土)10/28(日)
中学生体験入学 7/28～スタート、計 6 開催
(7/27,7/28,8/1,8/21,8/22,8/28)
介護クラスの現場実習(デイサービス、グループホーム)

・慈恵歯科医療ファッション専門学校
定員 歯科衛生士学科 105 名,ベーシック科 40 名,医療事務学科 80 名
令和元年度在籍数 100 名（1 年 47 名 2 年 36 名 3 年 17 名）
歯科衛生士学科 73 名(1 年 33、2 年 23、3 年 17)
ベーシック学科 7 名(1 年 4、2 年 3)
テクニカル学科 1 名
医療事務学科 19 名(1 年 9、2 年 10)
留学生受け入れ準備
医療事務学科のコース編制(医療秘書、歯科アシスタント、総合ビジネス)
球技大会 5/23、戴帽式 9/12
歯科医師会フッ素塗布ボランティア 安城市歯科医師会
歯科衛生士国家試験受験 100%合格(3 年連続)
「ときめき発見マイタウン(岡崎城西高校)」ﾌｧｯｼｮﾝ学科学生ネイルアート参画

・慈恵福祉保育専門学校
定員 介護福祉学科 40 名、保育学科 40 名、福祉保育学科 40 名
児童教育専攻科 15 名
令和元年度在籍学生 98 名 1 年生 60 名(介 35,保 25)
2 年生 34 名(介 13,保 21)
3 年生 4 名(福保 4)
多目的ホール天井へプロジェクター設置
日本語学習指導(授業後)開始
新入生研修会 4/19、
介護施設見学(愛光園)5/16、
慈恵祭 7/27、
ﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰ大会 8/9、
実務者研修 7/10～、体育祭 11/30、卒業音楽発表会 1/24、研修旅行 2/17～21、
介護福祉士国家試験 8 名合格(日本人全員、留学生 1/4 合格)
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・グループホームじけい
利用者 18 名
地域との交流会
絵手紙、習字、大正琴、じけい喫茶
クラブ活動（公民館祭り、学園祭に作品展示）
近隣地域の運動会、盆踊りへの参加
園児との交流

・竜神こども園
令和元年度在籍園児数 206 名
トイレの修繕、冷房器具の修理
こども運動会 6/24、プール開き 6/5、七夕会 7/6、子ども運動会 9/27、
運動会 10/3、こども発表会 11/18、生活発表会 11/27、ファミリー音楽会 1/30、

・じけいの森保育園
令和元年度在園児数 30 名（0 歳児 3 名、1 歳児 13 名、2 歳児 14 名）
運動会用備品(くす玉、紅白玉)購入
交流活動備品(戸外用テント、紙芝居セット、絵本セット)購入
七夕保育参観 7 月、親子ふれあい運動会 10 月、クリスマス会 12 月、
作品展 1 月、生活発表会 2 月

・デイサービスじけいの庭
サービス提供時間
10:00～15:30
定 員
10 名
利用者
18 名 (要介護Ⅰ10 名、要介護Ⅱ6 名、総合事業 2 名)
手芸教室(火)、料理教室(水)、リハビリ教室(金)
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