
１．入退所児童の状況（年間）

  (1)蕾舎乳児院（定員９名）
　　　【入所児童】 ＜３名＞

　 № 氏　名 入所日 入所時年齢 　入所理由　 入所前 出身地 措置児相

１ Ｔ．Ｙ 4月9日 ２歳 ネグレクト 家庭 敦賀市 敦賀

２ Ｈ．Ｓ 4月26日 ３歳 養育不安 家庭 福井市 福井

３ Ｔ．Ｈ 12月20日 ０歳 養育不安 家庭 若狭町 敦賀

　　　【退所児童】 ＜１名＞

№ 氏　名 退所日 退所時年齢 入所理由 退所後 退所後住所 措置児相

１ Ｔ．Ｈ 3月30日 ０歳 養育不安 家庭 枚方市 敦賀

　(2)晴喜館児童養護施設（定員５０名）
　　　【入所児童】 ＜０名＞

№ 氏　名 入所日 入所時年齢 入所理由 入所前 出身地 措置児相

　　　【退所児童】 ＜１０名＞

№ 氏　名 退所日 退所時年齢 入所理由 退所後 退所後住所 措置児相

１ Ｔ．Ｈ 4月1日 １５歳 ネグレクト 親族 敦賀市 敦賀

２ Ｔ．Ｋ 6月1日 １２歳 ネグレクト 親族 敦賀市 敦賀

３ Ｔ．Ｈ 8月17日 ５歳 ネグレクト 親族 敦賀市 敦賀

４ Ｈ．Ｍ 3月8日 １９歳 養育不安 家庭 敦賀市 敦賀

５ Ｎ．Ａ 3月16日 ６歳 実母病弱 家庭 敦賀市 敦賀

６ Ｍ．Ｔ 3月19日 １８歳 身体的虐待 家庭 京都市 敦賀

７ Ｉ．Ａ 3月22日 １８歳 ネグレクト 家庭 敦賀市 敦賀

８ Ｓ．Ｒ 3月25日 １８歳 父子家庭 家庭 敦賀市 敦賀

９ Ｉ．Ｎ 3月25日 １９歳 精神的虐待 自活 敦賀市 福井

１０ Ｔ．Ｍ 3月26日 １８歳 ＤＶ 自活 敦賀市 福井

＊措置児相　　　 敦賀：福井県敦賀児童相談所

　  福井：福井県総合福祉相談所

年度初 入所数 退所数 年度末

４ ３ １ ６

４３ ０ １０ ３３

２．平成２９年度の出来事
　　４月　１日　理事役員会
　　　　　３日　職員会議　　　　　選定委員会
　　　　　５日　児童家庭支援センター会議
　　　　　６日　小中学校入学式（小１名、中５名）
　　　　　７日　高校入学式（１名）　北幼稚園入園式（５名）
　　　　１０日　中部児童家庭支援センター総会（副園長：敦賀市）
　　　　１１日　養護ホームリーダー（ＨＲ）会議
　　　　１２日　ブロック乳児院施設長会（副園長：岐阜市）
　　　　１８日　天理教祖（おやさま）誕生日
　　　　１９日　乳児カンファレンス　　中養協議員会（副園長：名古屋市）
　　　　２３日　全国児童家庭支援センター総会（センター長：東京～２４日）
　　　　２５日　天理教合同福祉大会（園長出席：天理市）

平成２９年度　社会福祉法人白梅学園　事業報告

施　設　名

 蕾  舎  乳  児  院 

晴喜館児童養護施設

◎平成２９年度白梅学園全体
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　　　　２６日　養護ケース会
　　　　２９日　【昭和の日】　　　天理教ひのきしんデー参加
　　５月　３日　【憲法記念日】
　　　　　４日　【みどりの日】
　　　　　５日　【こどもの日】　＊外出行事（おおい町）
　　　　　６日　乳養合同外出行事（名古屋東山動物園）
　　　　　８日　選定委員会
　　　　　９日　養護ＨＲ会議
　　　　１０日　監事監査
　　　　１４日　三島八幡神社祭礼（～１５日）
　　　　１５日　全乳協総会（副園長：東京）　
　　　　１７日　理事役員会　　　　中３修学旅行（～１９日：東京方面）
　　　　１８日　乳児院カンファレンス
　　　　１８日　中ブロ福井大会実行委員会（福井市）　　児相との連絡会（福井市）
　　　　２２日　職員定期健康診断
　　　　２３日　選定委員会
　　　　２４日　児相との連絡会（福井総福）
　　　　２５日　評議員会　　　養護ケース会
　　　　　　  　中養協総会および学習会（副園長：名古屋市～２６日）
　　６月　１日　選定委員会
　　　　　３日　ブロック里親大会（あわら市～４日）
　　　　　７日　ブロック合同研究協議会（名古屋市～９日）　
　　　　　９日　理事役員会
　　　　１１日　こどもの仕事説明会（名古屋市）　
　　　　１３日　選定委員会
　　　　１５日　理事役員会　　ブロック養育主任者会（七尾市～１６日）
　　　　１９日　養護ケース会
　　　　２１日　入札説明会　　　乳児カンファレンス
　　　　２９日　里親研修　　　　福井県総合レク打合せ（一陽）　
　　　　３０日　福養協研修会（ＬＧＢＴ）
　　７月　４日　第１期工事（児童養護施設２棟および管理棟）入札
　　　　　５日　職員会議　　　　全乳協研修会（１名参加：和歌山～７日）　
　　　　　６日　理事役員会
　　　　　７日　＜七夕＞
　　　　１１日　敦賀市民生委員見学　　　愛知県八楽児童寮見学研修（３名）
　　　　１２日　美浜町民生委員見学
　　　　１３日　理事役員会　　　里親研修②
　　　　１５日　里親研修③
　　　　１７日　【海の日】
　　　　１９日　乳児カンファレンス　　　理事役員会
　　　　２１日　学童夏休み　　　評議員会
　　　　２５日　施設整備事業起工式（２６日工事開始）
　　　　２６日　天理教こどもおぢばがえり（～８／５）　　災害応援連絡会議（県社協）
　　　　３１日　西小学校との連絡会　
　　８月　９日　乳養合同海水浴（美浜町菅浜海岸）
　　　　１１日　【山の日】
　　　　２３日　芦原西地区民生児童委員見学
　　　　２４日　天理教社会福祉施設従事者研修会（天理市～２５日：３名参加）
　　　　２５日　福井県総合レクレーション（小学生対象：越前市もやいの郷）
　　　　２８日　社会福祉施設第三者評価説明会
　　９月　２日　敦賀まつり（～４日）
　　　　　７日　中養協指導職員研修会実行委員会・同研修委員会（敦賀市）
　　　　　８日　福井県民生児童委員大会（福井市）
　　　　１２日　乳児カンファレンス　　　理事役員会
　　　　１４日　ＵＲ・ＨＲ研修会（４名参加～処遇加算対象：一陽）
　　　　１８日　【敬老の日】
　　　　１９日　福井県事務指導監査
　　　　２３日　【秋分の日】
　　　　２５日　養護ケース会
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　　　　２８日　ブロック乳児院看護師研修会（６名参加～２９日：敦賀市）
　　　　３０日　北幼稚園運動会　　　地方自治と子ども政策（副園長参加：越前市～10/1）
　１０月　３日　職員旅行①（～４日）
　　　　　５日　全国児童家庭支援センター金沢大会（２名参加～６日）
　　　　　６日　小中第１学期終業式（秋季休業７日～１０日）
　　　　　９日　【体育の日】
　　　　１１日　小中学校第２学期始業式　　　職員会議
　　　　１２日　敦賀児相虐待研修会
　　　　１６日　職員旅行②（～１７日）
　　　　１８日　乳児カンファレンス
　　　　１９日　ブロック乳児院栄養士会（２名参加：岡崎市～１９日）
　　　　２４日　職員旅行③（～２５日）
　　　　２６日　中養協議員会（副園長出席：名古屋市）　　　仁愛女子短大実習懇談会
　　　　２５日　養護ケース会　　　　　　全国乳児院協議会宮崎大会（２名参加～２６日）
　　　　２７日　天理教社会福祉施設連盟地方大会（彦根市：３名参加～２８日）
　　　　２８日　福井県社会福祉大会（福井市）
　　　　３０日　職員旅行④（～３１日）
　１１月　１日　ブロック乳児院養育主任者会（主任出席：犬山市～２日）
　　　　　２日　福養協拡大施設長会議（４名参加：県社協）
　　　　　３日　【文化の日】
　　　　　５日　幼児芋ほり招待（若狭町榎本さん他）
　　　　　８日　全国児童養護施設長研究協議会鳥取大会（副園長参加～１０日）　
　　　　　　　　ブロック乳児院総務主任者会（事務長出席：津市～９日）
　　　　　９日　職員旅行⑤（～１０日）
　　　　１１日　敦賀市社会福祉大会（あいあいプラザ）
　　　　１４日　職員旅行⑥（～１５日）
　　　　１６日　理事役員会　　　＜七五三＞
　　　　２１日　乳児カンファレンス　
　　　　２３日　【勤労感謝の日】
　　　　２４日　家族療法ＳＶ招聘研修会（３名参加：敦賀児相）
　　　　２９日　県内社会福祉法人連携地域貢献協議会発足式（園長出席：県社協）
　　　　３０日　養育里親研修（講師：園長、相談員）
　１２月　２日　北陸電力労組青年部敦賀分会慰問
　　　　　５日　理事役員会
　　　　　６日　中養協指導職員研修会「福井大会」（６名参加～敦賀市）
　　　　　８日　児童養護施設第三者評価受審①
　　　　１１日　同上②　　　　　　永年勤続知事表彰（県庁正庁：２名該当）
　　　　１３日　乳児カンファレンス
　　　　１５日　臨時職員会議
　　　　１８日　児童養護施設２棟中間検査および引渡し
　　　　１９日　児童養護施設２棟内覧会（～２１日）
　　　　２２日　完成御礼参拝（天理教越乃國大教会神殿）　　　　＊引越し開始（～年内）
　　　　２３日　【天皇誕生日】
　　　　２４日　クリスマス会
　　　　２５日　天理白梅寮生地方派遣面接（副園長：天理養徳院）
　　　　２７日　年末帰省（～１／３）
　　　　２９日　事務所御用納め
　　１月　１日　【元日】
　　　　　４日　新年職員会議
　　　　　５日　旧館解体工事開始
　　　　　８日　【成人の日】
　　　　　９日　各校授業再開
　　　　１７日　乳児カンファレンス
　　　　１９日　生活困窮者県内法人連携理事会（園長出席：県社協）
　　　　２０日　里親研修④
　　　　２５日　天理教社会福祉施設連盟施設長研修会（副園長出席：天理市）
　　　　３０日　ファミリーソーシャルワーカー（ＦＳＷ）研修（２名参加：東京～３１日）　
　　２月　１日　職員健康診断
　　　　　３日　節分豆まき
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　　　　　５日　第２期工事（乳児院）入札　　　　理事役員会
　　　　１１日　【建国記念の日】
　　　　１６日　福井県共同募金会贈呈式（副園長出席：県社協）
　　　　１９日　乳児カンファレンス
　　　　２１日　ブロック乳児院正副会長会議（園長出席：プラザ萬象）　
　　　　２２日　家族療法ＳＶ招聘研修会（２名参加：敦賀児相）
　　　　２３日　同上（２名参加：福井総福）
　　　　２４日　敦賀ロータリークラブ慰問（すき焼会）
　　３月　１日　高校卒業式（５名）
　　　　　３日　ひなまつり会
　　　　　５日　理事役員会
　　　　　６日　養護全体会
　　　　　７日　福井県による法人指導監査
　　　　　９日　福養協県外施設見学研修会（４名参加：岐阜日本児童育成園）
　　　　１１日　福井県主催虐待基礎研修（５名参加：あいあいプラザ）
　　　　１３日　中学卒業式（３名）
　　　　１４日　西小学校卒業式（１名）
　　　　１５日　北幼稚園卒園式（６名）　　　　中養協議員会（園長出席：名古屋市）
　　　　１６日　乳児カンファレンス　　　　　＊入進学卒業進級各お祝い会
　　　　１８日　福井県里親会主催「星の子のつどい」（１名参加：越前市もやいの郷）
　　　　２１日　【春分の日】
　　　　２２日　ブロック乳児院施設長会議（園長出席：あいあいプラザ～２３日）
　　　　２３日　各校修了式（２４日～春休み）
　　　　２８日　新任研修会（～３０日）
　　　　３０日　評議員会
　　　　３１日　天理教少年会越乃國団総会

３．各学校への児童の入学（入園）・卒業関係

　　敦賀北幼稚園（５名）　　　　　　敦賀西小学校（１名）
　　松陵中学校（４名）　　　　　　　角鹿中学校（１名）
　　敦賀高校普通科定時制（１名）

　　敦賀北幼稚園（６名）　➡　敦賀西小学校（４名）
　　　　　　　　　　　　　　　粟野小学校（停止中）
　　　　　　　　　　　　　　　中央小学校（家庭引取）
　　敦賀西小学校（１名）　➡　松陵中学校
　　松陵中学校（２名）　　➡　敦賀気比高校
　　　　　　　　　　　　　　　敦賀高校普通科定時制
　　角鹿中学校（１名）　　➡　敦賀工業高校
　　敦賀高校（２名）　　　➡　家庭引取（不就労）
　　　　　　　　　　　　　　　自活（㈱東洋紡績敦賀事業所）
　　敦賀気比高校（２名）　➡　自活（湯の里ナーシングホーム：介護）
　　　　　　　　　　　　　　　家庭引取（リハぷらす：介護）
　　敦賀工業高校（１名）　➡　家庭引取（京都市製パン：志津屋）
　　嶺南東養護学校（１名）➡　家庭引取（㈱東洋紡績）

（１）平成２９年度に入園入学した実数

（２）平成２９年度に卒園卒業した子どもの実数（＊進学先および就職先）
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４．平成２９年度実習生受入実績

人数 実習施設

1 養護

２ 乳児
２ 養護
１ 養護
２ 乳児
１ 養護

 北　陸　学　院　大　学 ３ 養護
２ 養護
２ 乳児
２ 乳児
２ 養護

 仁 愛 女 子 短 期 大 学 ３ 乳児
 滋　賀　短　期　大　学 ２ 養護

３ 乳児
２ 養護
２ 乳児
３ 養護
２ 乳児
２ 乳児

 滋　賀　短　期　大　学 ５ 養護
２ 乳児
２ 養護
５ 養護

 平 安 女 学 院 短 期 大 学 ２ 養護
 滋　賀　短　期　大　学 ５ 養護

２ 乳児
 奈　良　保　育　学　院 ４ 養護
 平 安 女 学 院 短 期 大 学 ２ 養護

５ 養護
１ 乳児
２ 養護

７６

５．平成２９年度の一般寄附補助金等
○ご寄附をいただいた個人・団体名

№ 金　額（円）

１ 4,000,000

2 337,000

計 4,337,000

月 住 所

　敦賀市 　中古衣類
　山下成一 　敦賀市 　飲料１２本
（株）いーぼる 　東京都 　中古衣類
　匿名 　冷凍食品多数
　清水和佳子 　中古衣類
　高橋健二 　小浜市 　野菜（キャベツ）１箱

６．平成２９年度の物品寄附等（敬称略）

ご　芳　名 寄附等の内容

 華　頂　短　期　大　学

計

３月０１日～３月１０日
２月２５日～３月０７日

 豊　岡　短　期　大　学 ３月１７日～３月２７日

 滋　賀　短　期　大　学 ３月０７日～３月１７日

２月０５日～２月１５日

　和泉和子
４

ご　芳　名 物　品　名

２月１５日～２月２５日

 滋 賀 文 教 短 期 大 学 ２月２７日～３月０９日
２月２５日～３月０７日
２月１５日～３月２５日

 大阪こども専門学校 ７月２４日～８月０４日

 仁 愛 女 子 短 期 大 学 ７月３１日～８月１０日

８月１０日～８月２０日

 京 都 文 教 短 期 大 学

実 習 受 入 校 名 受　入　期　間

８月０８日～８月１８日

 平 安 女 学 院 大 学 ６月０５日～６月１５日

２月０５日～２月１５日

８月１７日～８月２７日

９月０６日～９月１６日

今川 里惠子（越前市） 卒園児の住居の助成金

１０月１６日～１０月２６日

 京 都 文 教 短 期 大 学 ８月２１日～８月３１日
 滋　賀　短　期　大　学

 福井県医療福祉専門学校 ５月０８日～５月１８日

５

８月０７日～８月１７日

 豊　岡　短　期　大　学 ８月１８日～８月２８日

赤い羽根共同募金 地域小規模児童養護施設日向開設事業

１０月０２日～１０月１２日

 仁　  愛  　大  　学
９月１６日～９月２６日

 滋　賀　短　期　大　学
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　高橋健二 　小浜市 　野菜（玉ねぎ）１箱
　匿名 　中古衣類
　匿名 　中古衣類
　市村光子 　敦賀市 　中古衣類
　匿名 　ランドセル、楽器（ピアニカ）
　榎本康博 　若狭町 　お米（１０ｋｇ）
　匿名 　中古衣類
　高橋健二 　小浜市 　野菜（玉ねぎ）１箱
　匿名 　ランドセル２個
　森田勝子 　敦賀市 　敦賀指定ゴミ袋（５パック）
　㈱いーぼる 　東京都 　中古衣類
　松本仁子 　敦賀市 　中古衣類
　森田勝子 　敦賀市 　花苗（１００株：マリーゴールド）
　高橋健二 　小浜市 　野菜（とうもろこし）１箱
　雁子俊夫 　敦賀市 　麦茶（１袋）
　高橋健二 　小浜市 　野菜（なす）１箱
　雁子俊夫 　敦賀市 　麦茶１袋
　匿名 　ピーマン１袋
　高橋健二 　小浜市 　野菜（なす）１箱
　㈱いーぼる 　東京都 　文房具・雑貨品
　徳本道輝 　敦賀市 　お菓子・果物
　100満ボルト木崎店 　敦賀市 　花火多数

　若狭町 　お米３５ｋｇ、野菜多数
　金子珠美 　敦賀市 　タオル多数
　㈱いーぼる 　東京都 　中古衣類
　日本レコード協会 神奈川県 　音楽ＣＤ版多数
　㈱西浦石油 　敦賀市 　お米３０ｋｇ

　大阪府 　靴下２足セット２０組
　小山法子 　敦賀市 　中古衣類
　㈱いーぼる 　東京都 　赤ちゃん用シート２脚
　匿名 　中古衣類
　山下成一 　敦賀市 　お菓子１箱
　武田明子 　敦賀市 　七五三用着物他
　スポーツ小林 　敦賀市 　スポーツ用品数点
　匿名 　中古衣類
　匿名 　コミック本・おもちゃ
　山崎啓蔵 　敦賀市 　お米１８０ｋｇ
　匿名 　中古衣類
　匿名 　お米６０ｋｇ
　㈱いーぼる 　東京都 　中古衣類・書籍

　若狭町 　お米２５ｋｇ
　㈱いーぼる 　東京都 　中古衣類
　春日野昇 　敦賀市 　野菜（里芋）１箱、柿１箱
　㈱いーぼる 　東京都 　中古衣類

　若狭町 　芋ほり招待等
　角谷晴恵 　若狭町 　中古衣類
　㈱いーぼる 　東京都 　中古衣類
　宇佐美憲治 　敦賀市 　チャイルドシート、食器
　匿名 　お米１０ｋｇ、お菓子等
　匿名 　中古衣類
　角谷晴恵 　若狭町 　中古衣類
　匿名 　中古衣類
　高橋健二 　小浜市 　ミスタードーナツ券
  本勝寺 　敦賀市 　お米３０ｋｇ、バナナ１袋
　全国シャンメトリー 　東京都 　シャンメリー２０本
　匿名 　みかん２袋
　匿名 　中古衣類
  春日野昇 　敦賀市 　野菜（大根、里芋等）３箱
　門司一徹 　東京都 　クリスマスカード

　榎本康博

７

チュチュアンナ１%クラブ
９

榎本康博ときれいなお姉さん

１０

榎本康博ときれいなお姉さん

１１

８

１２

５

６
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　カナカン乾親会 　金沢市 　カップラーメン１３箱
　チュチュアンナ１%クラブ 　大阪府 　靴下２足セット２０組
　㈱心音（石黒良枝） 　福井市 　タブレット４０台
　㈱ピジョン 鹿児島県 　さつまいも麦茶500㎖２４缶
  榎本康博 　若狭町 　野菜（ねぎ）１箱
  ㈱無限大（木子博文） 　美浜町 　ミニトマト１袋
　徳本道輝 　敦賀市 　果物（りんご）、ハム等

　敦賀市 　飲料８箱
　宇佐美憲治 　敦賀市 　日用雑貨（小物）４箱
　㈱創成社（塚田尚寛） 　東京都 　ナインタイル（ゲーム）１個
　若松香菜 　敦賀市 　中古衣類
　匿名 　冷凍食品４箱
　池田みつ枝 　沼津市 　みかん１箱
　住友生命福井支社 　福井市 　クリスマスケーキ８箱
　日本鏡餅組合 　新潟市 　鏡餅セット１箱
　㈱エル・ジャパン 　東京都 　お菓子３箱
　匿名 　小豆、飲料（ペットボトル）２本
　㈱日本教文社 　東京都 　こどもカレンダー１冊

西之表市 　安納芋１箱（２０ｋｇ）
　千葉県 　絵本２冊

 敦賀ロータリークラブ 　敦賀市 　情報機器（テレビ・パソコン等）
  小浜市 　児家センター周辺除雪（３回）
　東京都 　中古衣類

　森久直美 　敦賀市 　中古衣類
　㈱いーぼる 　東京都 　中古衣類
　川上時計 　敦賀市 　毛布２枚、ヤッケ２枚
　㈱デジタルライズ 　東京都 　内海哲也基金ランドセル６個
　カーブス 　福井市 　日用品２０箱

　福井市 　お菓子６箱
　船橋市 　カルピス（１箱）１２本

　匿名 　音楽ＣＤ２０枚
　匿名 　幼児用プール、おもちゃ数点

　土浦市 　ベルギーチョコレート３箱
　岡田晴香、岡田美佳 　福井市   中古文房具１７箱

７．平成２９年度施設慰問に来られた団体等（敬称略）

№ 来園月

１ 8月22日 　　　　　 　華越前新米３００ｋｇ

２ 8月24日 　若狭東地区更生保護女性会

３ 12月2日 　　　　 　　　　ホットケーキ・たこ焼き等

４ 11月06日

５ 12月10日 　美浜東地区更生保護女性会 　激励および慰問金他

６ 12月13日 　敦賀市社会福祉協議会 　激励および慰問金

７ 12月19日 　おもちゃ病院 　おもちゃ寄附および修理

８ 12月25日 　マルトミ工業 　りんご３箱および慰問金

９ 12月25日

１０ 2月6日 　ゆうあい倶楽部 　激励および電子レンジ１台

１１ 2月24日

１２ 3月8日

団　体　等　名　称

　（株）山耕 　激励およびランドセル６個

　激励および日用品多数

㈲ダスカジャパンクァテモック

㈱北陸コカコーラボトリング

慰  問  事  由

　昼食（すき焼き材料)、慰問品

　敦賀市更生保護女性会

　敦賀市婦人児童福祉協議会

１

クアトロブーム福町店
アサヒ飲料・中央募金会

　福井精米株式会社

　北電労組青年部敦賀分会

　辻律男
　㈱いーぼる

　敦賀ロータリークラブ

　慰問金、みかん２箱

　激励および慰問金他

１２

２

３

㈱安納スィーツファーム
㈱大新食品（高木博幸）
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