
 
 
 
 
 
 
 

強い組織を構築するには、優秀な管理職員の存在が重要です！ 

保育現場を１本の木で例えるならば、「園長は強く深い根」、「保育

現場は枝葉」そして、園長と保育現場をつなぐのが「幹である管

理職員」となるわけです。 

幹が太ければ太いほど強い組織になれますし、幹が細ければ園長

の想いを吹き上げることも、枝葉を支えることもできない弱い組

織になってしまいます。 

 太く立派な幹に例えられる管理職員＝【優秀な管理職員】 

として捉え考えていきたいと思います。 

優秀な管理職員にはどのような要素と行動力が必要なのでしょうか？ 

保育現場管理職員の育成と再生を目指し、充実した合宿研修を実施いたします。  
                            株式会社こども保育環境研究所 代表取締役社長 畠山和人 

研修会場&宿泊施設・施設見学先  

 ＜研修会場&宿泊施設＞ 
白州フォスターヴィレッジ  北杜市白州町大坊 1193 TEL･FAX：0551-35-3516 
※お車でお越しの方は、直接研修会場へお越しください。（施設内無料駐車場有） 

 中央自動車道「須玉 IC」より約 30 分 

※公共交通機関でお越しの方は、最寄駅 JR 中央本線「小淵沢駅」よりジャンボタクシーにて移動 

 ジャンボタクシーご利用希望の方は、別途タクシー代として、 

 お１人様片道 2,000 円をご請求いたします。 

※宿泊は 2～4 名の相部屋となります。 

＜施設見学先＞ 

清里「萌木の村」  山梨県北杜市高根町清里 

参加人数  

 30 名  ※定員になり次第締め切りといたします 

対象者  

 保育現場管理職員・管理職員候補  

参加費  

 お１人様 60,000 円（税別）＋宿泊・食費 20,000 円（税別）   
※現地までの交通費は含みません。 

※ジャンボタクシーご利用希望の方は、別途タクシー代として、お１人様片道 2,000 円をご請求いたします。 
【参加費に含まれるもの】 ・研修費 ・2 泊分の宿泊費 ・朝食 2 回、昼食 2 回、夕食 2 回の食費 

【キャンセル料について】 ・申込受付後から開催日 11 日前までは代金の 50％、開催日 10 日前から当日までは全額徴収いたします。 

尚、参加者の変更についてはご相談ください。 
 

講師紹介 

  

異業種で活躍する経営者から学ぶ特別講演 

【特別講師】  

舩木 上次 （ふなきじょうじ） 

萌木の村株式会社 代表取締役社長 

山梨県清里観光振興会会長 

畠山 和人（はたけやま かずと） 

株式会社こども保育環境研究所 

代表取締役社長 

斎木 里奈（さいき りな） 

株式会社こども保育環境研究所 

保育事業推進本部 部長 

国土交通省官公庁より「開拓魂のカリスマ」の称号を受ける。清里開拓

の父、ポール・ラッシュ博士の遺志を受け継ぎ、清里振興のために活動

を続けている。オルゴール博物館の開館、野外での本格的なクラシック

バレエ公演『清里フィールドバレエ』を開催。人材の育成にも力を入れ、

田舎からの文化の発信に全力を注ぐカリスマ社長。 
 
  

フォスターヴィレッジ 

萌木の村 オルゴール博物館 

保育カレッジ 保育現場管理職員のための 

『夏の園管理職員育成塾』 

合宿研修 in 白州 

2020 年 8 月 28 日（金）・29 日（土）・30 日（日） 2 泊 3 日 
特別講師：山梨県「萌木の村」代表取締役社長 舩木上次 

山梨県の観光・芸術・文化を支えるカリスマ社長 

時代の流れを園長と共有できる。 

園長の想いを現場に伝えることができる。 

コミュニケーション能力を発揮できる。 

保育の知識力で現場をリードできる。 

豊かなホスピタリティを持つ。 

優秀な管理職員像 



保育カレッジ 保育現場管理職員のための『夏の園管理職員育成塾』合宿研修スケジュール 
※多少の変更が生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。 

１日目 

8/28

（金） 

JR でお越しの方は、12：00JR 小淵沢駅集合  お車でお越しの方は、12：15 研修会場集合後、12：30 参加者全員で昼食 

13：00 開講式 

13：30 第１講座 「時代の流れを園長と共有できる保育現場管理職員」 担当講師：畠山和人 
 保育界の時代の流れを理解する 

 少子化問題、制度改革、児童対策、企業主導型保育所、無償化の考え方など 

 幼稚園・保育園・認定こども園、民間保育事業者の動き 

 なぜ選ばれる園作りが必要？ 

 誰が？何が？選ばれるのか？ 

 園を守る意識改革 

15：30 第２講座 「園長の想いを現場に伝えることができる保育現場管理職員」 担当講師：斎木里奈 
 保育現場管理職員の役割の基本をもう一度整理する 

 園長の役割・想いを理解することの意味 

 伝えることの重要性、伝え方の重要性 

 管理職員だという意識を高めるための、わかりやすい組織論 
18：00 夕食・風呂 

20：00 参加者&講師陣との懇親会 

２日目 

8/29

（土） 

8：00 体を目覚めさせるための散歩 

8：30 朝食 

9：30 第３講座 「保育はコミュニケーション！ 

コミュニケーション能力を発揮できる管理職員」 担当講師：斎木里奈 
 コミュニケーションの考え方（情報の発信と受け取り） 

 言葉や声のトーン、文章の力を理解する 

 保護者とのコミュニケーション力をつける 

 上司（園長）の望む想いを受け取る力 

 コミュニケーション・ロールプレイング（実践） 

 クレーム対応で失敗しないための会話力 

12：00 昼食 

13：00 特別講座 異業種で活躍する経営者から学ぶ 

萌木の村株式会社 代表取締役社長 舩木上次 

魅力ある人材を作り、エネルギッシュに組織を動かす！ 

 魅力ある人材を作り、エネルギッシュに組織を動かす！ 

 Do Your Best！It Must Be First Class  

最善を尽くし、一流の仕事を！の精神を常に意識する 

18：00 夕食・風呂 

20：00 学びの振り返り・講師陣との懇親会・個別相談 

３日目

8/30

（日） 

8：00 体を目覚めさせるための散歩 

8：30 朝食 

9：10 第４講座 「豊かなホスピタリティを持つ保育現場管理職員」 担当講師：畠山和人 
 人々に感動を与える仕事とは 

 ホスピタリティがサービスを超える瞬間“感動”が生まれる！ 

 管理職員へのメッセージ「太い幹としての役割を認識して働いてください！」 
10：30 まとめの会&夏の園管理職員育成塾修了式 

11：00 バスにて舩木社長が経営する清里の「萌木の村」へ移動  

到着後「萌木の村」見学会：舩木社長の目指す想い！を体験 
各自、萌木の村にて昼食 

貴重なアンティークを集めたオルゴール博物館「ホール・オブ・ホールズ」や 

森の中に本物の「森のメリーゴーラウンド」が!!! 萌木の村の自然をご堪能ください。 

14：00 解散 送迎バス（有料） →JR 中央本線小淵沢駅（特急あずさ 新宿行乗車可）※清里駅へ移動の方は、ご相談ください。 
 

お申込み書 ＦＡＸ：０４－２９６９－１５５１へ送信ください 
法人名ふりがな 園名ふりがな 園長名ふりがな 

住所〒 

TEL： FAX： 

参加者名ふりがな 役職 性別 年齢 参加者名ふりがな 役職 性別 年齢 

 

 

 

携帯番号： 

 

男 ・ 女 

歳 

 

 

 

携帯番号： 

 

男 ・ 女 

歳 

研修先までの 

交通手段に☑してください。 

□ 自家用車にて    

□ JR 小淵沢駅よりジャンボタクシー利用 （片道・往復）※利用の場合、お 1 人様片道 2,000 円を参加費と合わせてご請求いたします 

お申込み 

問合せ先 

 〒350-1320 埼玉県狭山市広瀬東 1-16-34 

ＴＥＬ：04-2969-1550  ＦＡＸ：04-2969-1551 

担 当：醍醐（だいご） 
 


