
平成２４年度  事業報告  

 (平成２４月４月１日～平成２５年３月３１日） 

 

 

基本方針の生命尊重の保育確立と心の教育の推進、 
１．生命尊重の保育推進  ２．活力ある日仏保  ３．魅力ある日仏保 ４．国際交流・社会貢献のできる日仏保 

  を重点に次の事業を行った。 
 

 

１．生命尊重の保育推進を図る国民運動の展開 
（１）生命尊重の保育推進のための実践、普及活動（募金運動） 

昭和５８年より始めた「いかせいのち」の募金運動では、日本赤十字社、ユニセフ等に浄財を贈呈。 

２２年度は宮崎県（口蹄疫）、パキスタン（洪水）、２３年度、２４年度は東日本大震災の被害、被災
に対し義援金を送付。現在までの寄託総額は約一億円にのぼる。協賛園には感謝状・ポスターを配布。
園児にはシール、保護者には「日仏保協会の活動について」を配布。 

（２）財政確立のための振興活動 

１．支部及び未組織支部で研修会及び組織強化会議を開催。又、その他のブロックもアプローチを図る。 

２．広告・寄付金の増大を図る。 

（３）生命尊重の集い等の推進     

４月 京都幼支部 「花まつり園児大会」 於、東本願寺視聴覚ホール 

５月 宮城支部 「第５２回こどもはなまつり」 於、イズミティ２１ 

11月 大阪支部 「絵画展」 於、海遊館天保山マーケットプレイス 

12月 東京支部 「釈尊成道を祝う幼児と母のつどい」 於、よみうりホール 

12月 神奈川支部 「成道会の集い」 於、ホテル横浜ガーデン 

12月 京都幼支部 「成道会」 於、泉涌寺 

１月 京都幼支部 「涅槃会」 於、東本願寺視聴覚ホール 

１月 埼玉支部 「第２８回佛教幼児絵画展」 於、さいたま市文化センター展示室 

１月 愛知支部 「第４５回仏教保育にちなんだ絵画展」 於、名古屋市民ｷﾞｬﾗﾘｰ展示室・こども未来館ここにこ 
（４）生命尊重の保育に関する参考資料の編集刊行 

       「改訂わかりやすい仏教保育総論」普及促進 

  

 

２．調  査・研  究 
（１） 仏教保育にかかわる調査・研究 

１．大会の報告集である「大会紀要」の作成につき、栃木支部との協議を行った。 

２．「支部講習会等特別助成金」制度に基づき、各地区での講習会への助言と、各県より要請された講
習会等に本部よりの講師の派遣を行った。 

３．本協会編「改訂わかりやすい仏教保育総論」（平成１６年２月初版・平成２２年１１月改訂チャイルド
本社刊）は、全国の支部・養成機関でテキストとして活用されている。 

４．養成機関連絡協議会を２月に開催し、研究協議を行った。 

（２）仏教保育研究所 

仏教保育史の資料の蒐集、整理を続行。 

（３）仏教教育研究会 

仏教保育の理念と実践の研究を行う。仏教保育者・学生等が対象。 

 

 

 

 



３．現  職  教  育 
（１）第３２回全国仏教保育栃木大会を平成２４年８月２日・３日に鬼怒川温泉「あさやホテル」を会場に

記念式典・記念講演・１３の分科会を実施した。 参加数約７００名 

機関紙２４年９月号第５８１号に掲載 

（２）中央講習会 

ア．第８０回夏期仏教保育講習会 

７月２３日・２４日の両日、東京増上寺三縁ホールにおいて、東京仏教保育協会の運営実施によ
り、全国から約２００名余の参加を得て開催。講師には日野わかくさ幼稚園理事長・東京都私立
学校審議委員清水博雅先生「仏教の話」、大正大学名誉教授佐藤良純先生・国際仏教興隆協会教
育部多田証子先生「インド菩提樹学園のこどもたち」の他、実技を交えての２日間の講習会を終
えた。 

機関紙２４年８月号第５８０号に掲載 

イ．第５７回関西地区仏教保育研修会 

      ６月３０日、知恩院和順会館和順ホールに於いて、近畿地区幼稚園・保育園の保育者の参加を得
て開催。講師には絵本作家長谷川義史先生を迎えて「絵本で元気を！」の他、実技研修が行われ
た。 

             機関紙２４年８月号第５８０号に掲載 

（３）支部講習会・ゼミナール等の開催促進 

      平成２４年度各支部講習会・ゼミナール等の実施状況        

３月２８日 東京支部 「第４７回教諭・保育士研修会」  

  於、築地本願寺 １１９名参加 

４月２１日 長野支部 「総会記念講演」  

  於、善光寺事務局講堂 １００名参加 

４月２８日 愛知支部 「新任教諭・保育者研修会」  

  於、東別院本堂下広間 ６０名参加 

５月２５日 香川支部 「保育講座」  

  於、サン・イレブン高松 ４５名参加 

５月１９日 長野支部 「新任者研修会」  

  於、善光寺保育園 ２５名参加 

５月３０日 埼玉支部 「春季研修会」  

  於、埼佛会館  

６・７・９・１０・１月 東京支部 「東仏保ゼミナール」５回開催  

  於、飯田橋セントラルプラザ 各５４名参加 

６・１１月 東京支部 ｢東仏保研究ゼミナール(施設見学)｣２回開催  

  於、ふじようちえん、明福寺ルンビニー学園幼稚園保育園  ９名／１９名参加 

６ 月 ２ 日 栃木支部 「教員・保育士研修会」  

  於、宇都宮・恵光幼稚園  

６月１６日 福井支部 「日本仏教保育研修会」  

  於、新田塚幼稚園ホール ３１名参加 

６月１６日 長野支部 「講演会」  

  於、善光寺事務局講堂 １００名参加 

６月１８・１９日 愛知支部 「園長研修会視察研修」  

  於、気仙沼市・南三陸町 １２名 

７月２９日 北海道支部 「第１９回仏教保育講座」  

  於、札幌市東本願寺別院 １３４名参加 

８月２８日 大阪支部 「夏期職員研修会」  

  於、津村別院 ４３名参加 

８月３１日 愛知支部 「２学期を迎えての保育研修会」  

  於、お東幼稚園 ３７名参加 

    



９ 月 ４ 日 福岡支部 「研修会」  

  於、筑紫女学園中学・高等学校 １１名参加 

１０月２５日 愛知支部 「絵画展事前研修会」  

  於、お東幼稚園 ３４名参加 

１０月２７日 京都保支部 「第１回職員研修会」  

  於、音羽山清水寺  

１１月２２日 群馬支部 「研修会」  

  於、わかくりこども園 １２名参加 

１１月１０日 長野支部 「新任者研修会」  

  於、吉田保育園 ３９名参加 

１２月６日 兵庫支部 「施設長職員合同研修会」  

  於、神戸ラッセホール ７５名参加 

１２月１４日 福岡支部 「成道会研修会」  

  於、福岡ガーデンパレスル ２０名参加 

１月１１日 愛知支部 「絵画展講評会」  

  於、悟真寺幼稚園 １６名参加 

１月１９日 長野支部 「園内研修のまとめ発表」  

  於、善光事務局寺講堂 １００名参加 

２月２７日 京都幼支部 「定例研修会」   

  於、佛教大学附属幼稚園 ５２名参加 

２ 月 ４ 日 京都保支部 「第２回職員研修会」  

  於、大谷保育園 ２３名参加 

２ 月 ８ 日 群馬支部 「公開保育及び研修会」  

  於、梅の里保育園・中川幼稚園 １７名参加 

２月１３日 福井支部 「仏教保育研修会」  

  於、新田塚幼稚園 ３０名参加 

２月２２日 香川支部 「保育講座（保育実践研修）」  

  於、サン・イレブン高松 ４０名参加 

３月２９日 大阪支部 「年度末職員研修会」  

  於、大阪府私学教育文化会館 ４１名参加 

              

 

４．指導者養成 
（１）平成２４年度第１回仏教保育研修会 

       平成２４年５月１５日 於、増上寺・三縁ホール 

       講 師  淑徳大学総合福祉学部教授 柏女霊峰先生  

       テーマ  「子ども・子育て新システムと保育～最新の動向を踏まえて～」   ７０名参加    

機関紙２４年８月号第５８０号に掲載 

（２）平成２４年度第２回仏教保育研修会 

       ※上村映雄前理事長「お別れの会」開催のため中止 

（３）養成機関連絡協議会 

       平成２５年２月２２日  於、芝パークホテル 

テーマ「養成の現状と課題」   参加養成校１１校・１２名 

      機関紙２５年４月号第５８８号に掲載 

 

 

５．編集・刊行 
（１）機関紙「仏教保育」 月刊 園長・教職員対象 

       平成２４年４月１日発行第５７６号より平成２５年３月１日発行第５８７号まで、時宜に適した日仏
保に関連した事象を取り上げ紙面の充実を図った。 



    編集委員会は月１回。於、日仏保事務所 

（２）「仏教保育カリキュラム」 月刊 教職員対象        

企 画 会 議 年１回 於、日仏保事務所 

編 集 会 議 月１回 於、日仏保事務所 

校正委員会 月１回 於、Ｆコーポレーション 

（３）「ほとけの子」 月刊 保護者対象 

       仏さまのみ教えを通して、親子共々「心の豊かさ」のある人としての成長を願い編集し、紙面の充実
を図る。        

企 画 会 議 年１回 於、日仏保事務所 

編 集 会 議 年５回 於、日仏保事務所 

 （４）仏教保育教材の編集・監修      

１． 「こどものくに」 ひ ま わ り 版 月刊 年長児対象 

 編集会議 年３回開催  於、すずき出版 

 ☆「わたしの記録」 卒園児に対して配布 

２． 「こどものくに」 チューリップ版 月刊 年中児対象 

 企画会議 年４回、編集会議 年３回開催 於、すずき出版 

３． 「こどものくに」 た ん ぽ ぽ 版 月刊 年少児対象 

 編集会議 年２回開催  於、日仏保事務所 

４． 出席カード    

 編集会議 年１回開催  於、フレーベル館 

５． なつのえほん    

 編集会議 年１回開催  於、すずき出版 

６． ともだちいっぱいうれしいな（すずき出版） 新入園児対象 

７． その他必要な教材 

 （５）「いかせいのち」日仏保写真ニュース発行 

（６）「日仏保ポスター」発行 

 

 

６．関係団体との連絡提携 
（１）仏教各団体・他宗教団体との連絡 

１．公益財団法人全日本仏教会、公益財団法人国際仏教興隆協会への役員派遣。公益社団法人全日本仏
教婦人連盟、公益財団法人仏教伝送協会との連絡提携。 

２．日本宗教保育事業協議会（仏教、神道、キリスト教）の振興 

（２）各私立、各宗保育団体との連絡 

１．各私立全国研修会及び会議へ理事長､副理事長､本部の中心メンバーが参加、連絡を図る 

２．各宗保連の研修会、全国講習会にも同様に出席、連絡を図る 

（３）地方組織との連携強化及び育成指導 

１．支部講習会等特別助成金交付制度を適用し、以下の支部に配布。 

     1.東京  2.栃木  3.兵庫  4.愛知 

２．支部の会議及び事業に本部より訪問し連絡を強化 

（４）保育関係企業との連絡 

      １．各企業継続事業の推進及び新規事業も模索（すずき出版、宣協社、フレーベル館、チャイルド本社、
ひかりのくに、世界文化社、学研教育みらい、若越、Ｆコーポレーション、等） 

      ２．新年懇親会にて懇談（中止） 

 

 

７．保育制度対策の活動強化 
（１）幼保加盟施設の運営・経営の調査 

幼保加盟施設の各地区の現状分析 

（２）保育制度研究会（全国制度対策委員会） 



（３）仏教保育振興国会議員懇話会との連絡強化 

  

８．国際交流、社会貢献の実践 
（１）国際交流等と社会貢献（災害救援を含む）を積極的に推進 

（２）インド菩提樹学園の育成協力 

ア．菩提樹学園訪問と仏跡参拝団派遣（菩提樹学園３５周年記念法要の実施） 

菩提樹学園運営委員会の開催 於、日仏保事務所。 

イ．運営基金の管理運用 

ウ．運営及び育成指導への協力 

（３）オメップ（ＯＭＥＰ）に協力 

 

 

９．奨 励 事 業 
（１）日本仏教保育協会賞  本年度養成機関卒業生 

平成２４年度  ３０名／２８校  

（２）仏教保育功労賞 

        仏教保育実践に功労のあった個人で、適任者がいる年度のみ授与 

第１８回受賞者２名 公益社団法人移行設立記念祝賀会席上にて表彰 

小林昭彦先生（東京、言問幼稚園） 

     神谷周道先生（大阪、北港学園保育所） 

（３）第１７回持田賞 

    ※該当者なし 

（４）第１２回古屋賞 

       株式会社チャイルド本社の永年にわたる仏教保育振興寄与に対し、全国仏教保育栃木大会開会式席上に
て表彰。 

（５）第６回仏教保育精励賞 

       永年にわたり保育現場において仏教保育に功労のあった保育者を全国仏教保育栃木大会開会式席上に
て表彰。 受賞者４名 

 

 

１０．その他必要な事業 
（１）会員加入促進運動 

（２）将来検討委員会の開催（未実施） 

（３）東日本大震災被災園救援（義援金配布・会費免除等） 

（４）奉祝花まつり・暑中見舞広告・成道会等の協賛広告 

        協賛広告を例年通り継続 

（５）各種出版物・教材販売の推進 

（６）ホームページの充実 

（７）その他 

「仏教保育なるほど１２か月」「改訂わかりやすい仏教保育総論」「仏教行事パネルシアター」の普
及促進 

  

 

◇ 会  議  
（１） ５ 月 ８ 日 平成２３年度業務・経理監査会 

  於、日仏保事務所 

（２） ５月１５日 第１回理事会・第１回運営審議委員会・第１回社員総会・平成２４年度第１回仏教保
育研修会 

  於、増上寺・三縁ホール 



  機関紙２４年６月号第５７８号に掲載 

   

   

（３） １０月２５日 第２回理事会 

  於、全日本仏教会議室 

  機関紙２４年１１月号第５８３号に掲載 

（４） １月１７日 第３回理事会・第２回運営審議委員会 

  於、増上寺・光摂殿 

  機関紙２５年２月号第５８６号に掲載 

（５） 常任理事会・事務局会議  年１１回開催 

  於、日仏保事務所 

 

 

◇ 公益社団法人移行設立記念祝賀会開催 
５月１５日 於、ザ・プリンスパークタワー東京「陽明殿」 

機関紙２４年６月号第５７８号に掲載 

 

 

◇ 上村映雄前理事長お別れの会開催  
１月１７日 於、ザ・プリンスパークタワー東京「ボールルーム」 

機関紙２５年２月号第５８６号に掲載   

 

以 上 


