平成 29 年度 学校法人さくら学園・社会福祉法人さくら福祉園 ＜事業報告＞
・慈恵幼稚園
定員 315 名
平成 29 年度在園児数 328 名（年少 84 名、年中 121 名、年長 123 名）
軽自動車買替
グループホームじけい 利用者との交流を継続
お泊り保育 7/24～7/25
七夕パレード 8/5(土)10:00
運動会 9/17、音楽会 12/9、作品展 1/20、生活発表会 2/17
安生消防署見学 10/
・じけいの森保育園
平成 29 年度在園児数 26 名（1 歳児 12 名、2 歳児 14 名）
教育教材備品購入(机)、園児用ソフトウェア導入
七夕親子参観 7/7(30 名参加予定)
保育参加 8/21～9/15(保護者希望者)
安城七夕まつり願いごと短冊
作品展 1/20、生活発表会 2/24、東部公民館まつり 2/
・第二慈恵幼稚園
定員 310 名
平成 29 年度在園児数 314 名（年少 97 名、年中 118 名、年長 99 名）
マイクロバス廃車
アンフォーレオープニングセレモニー参加 6/2,6/3
お泊り保育 7/24～7/25
七夕パレード 8/5(土)10:30
JA まつりマーチング参加、手形展示 11/11
運動会9/16、
博愛ナーシングヴィラ訪問(敬老会9/26、
ひなまつり2/27)
南山園見学 10/26、
・第二じけい保育園
平成 29 年度在籍園児数 18 名（1 歳児 7 名 2 歳児 11 名）
七夕の集い 7/7、夏祭り 8/8、運動会 9/16、敬老会 9/6
作品展 1/13、生活発表会 2/24
・安城生活福祉高等専修学校
定員 600 名
平成 29 年度在籍数 389 名（1 年 158 名 2 年 112 名 3 年 119 名）
第 2 調理実習室改修
アンフォーレオープニングイベント参画(6/2～4)
市民フェスティバル 6/2、ファッションショー6/3、

マーケット販売(パン・製菓)6/4、ダンス 6/4
産学連携
① 南山園コラボ販売(抹茶パン・クッキー)6/7
② 三越,ラシックファッションショー
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)
安城七夕まつり浴衣コンテスト出場
8/6(日)16:30～ 生活科 8 名(3 年 4,2 年 2,1 年 2)
新美南吉生誕祭 7/30(手話コーラス・ダンスクラブ)
24 時間テレビ出演 7/27
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
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 7/31～8/3 東京
「バレーボール」県大会準優勝→東海大会出場 9/10 三重県
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」7/24～7/26 山梨県
国際ソロプチミストユースフォーラム 2017 名古屋大会出場
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 61 回学園祭 ファッションショー 10/28(土)10/29(日)
『 Wa(ワ) 』 和太鼓演奏、安城看板娘
中学生体験入学 7/28～スタート、計 5 開催
(7/28,7/29,8/2,8/22,8/23)
グループホームじけい、デイサービスじけいの庭との交流
中学生体験入学(グループホーム 7/28,7/29)
介護クラスの現場実習(両施設)
在学中 340 日(2 年 170～180 日、3 年 160 日)、卒業後 200 日
・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
平成 29 年度在籍数 107 名（1 年 35 名 2 年 44 名 3 年 28 名）
歯科衛生士学科 75 名(1 年 19、2 年 29、3 年 27)
ベーシック学科 8 名(1 年 4、2 年 3、テクニカル 1)
医療事務学科 24 名(1 年 12、2 年 12)
アンフォーレオープニングセレモニー ファッションショー6/3
安城七夕まつりファッションショー8/4 14:00～14:30
洋裁講座(一般対象)…金曜日午後
姉妹校 幼稚園での歯磨き指導（園児対象の実習体験）
歯科医師会フッ素塗布ボランティア
安城市歯科医師会 1 年生(6/4,10/22)

刈谷市歯科医師会 2 年生(5/28)
歯科衛生士国家試験受験 3 年生(3/ ) ⇒全員合格
臨床実習 9 月終了
・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
平成 29 年度在籍学生 114 名 1 年生 62 名(介 20,福 4,保 35,専 3)
2 年生 42 名(介 19,福 7,保 16)
3 年生 10 名(福 10)
空調交換工事(エントランスホール)
留学生受入れ(介護福祉学科：フィリピン男性 2 名、ベトナム女性 1 名)
慈恵祭 7/8(土)9:30～15:00
留学生に関する情報交換会 8/23
介護技術講習会 8/21,8/22,8/28,8/29、16 名
ふれあい介護 7/1,8/8,、実務者研修 4/1,7/1
介護福祉士国家試験受験 1/28⇒全員合格
姉妹校施設の行事へのボランティア・スタッフ
お泊り保育 慈恵,第二 7/21～22
運動会 慈恵 9/24(土) 第二 9/17(土)
・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
園児との交流会、お泊り保育への参加、中学生体験入学(7/28,7/29)
・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
25 名 (要支援 10 名、要介護 15 名、安城市内在住
総合事業へ参入予定
ペーパーバッグ教室(月)、手芸教室(火)、料理教室(水)、
リハビリ教室(金)
お花見、花祭り、七夕会、安城七夕まつり参加(希望者)
・竜神こども園
平成 30 年度移管に向けて 7 名の保育士を派遣
園児の学費管理システム導入

