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居室拡張工事の様子

「新年を迎えて」
施設長 中島恒夫
明けましておめでとうございます。
旧年中は、たくさんのご厚情を賜り心より感謝
申し上げます。本年もよろしくお願い申し上げま
す。
23 年度はスプリンクラー設置工事、24 年度
は居室拡張工事と大きな事業が続きました。
昨年 12 月には、工事のために 1 年休んだ「も
ちつきまつり」を開催いたしました。居室拡張工
事のため、園庭が一部工事シートで囲われ、少し
狭い会場になりましたが、たくさんの関係機関の
参加をいただき盛大に行うことができました。毎
年、12 月第一日曜日に行い、今回も天候に恵ま
れ、つきたてのお餅を食べ、年の締めくくりとす
ることができました。
この季節は、インフルエンザの流行で心配され
るのですが、当園では、耳下腺炎が発病し、たく

さんの児童が静養しました。注意していても集団
感染を防ぐのは難しいものです。
昨年は、児童福祉法改定により、平成 18 年
10 月より始まった契約制度が 6 年を経過し、障
害児入所施設として今後も続けるための再指定
を受ける年でした。障害種別の一元化、名称も「知
的障害児施設」から「福祉型障害児入所施設」と
なりました。
利用者支援では、役職として「児童発達支援管
理責任者」が新たに設けられ支援計画の全体を把
握しつつ、児童の発達段階をより計画的効率的に
進めるための職員配置が義務付けられました。サ
ービス内容がより充実することは喜ばしいこと
で、わたらせ養護園の存在意義が高められるよう、
職員一同努力していきたいと思います。
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障害者スポーツ大会

群馬県立ふれあいスポーツプラザで行われた今
大会に、100ｍ・50ｍ・４×100ｍリレーに児
童５名が出場しました。それぞれ全力で走り抜き、
メダルを頂く事ができました。

平成２５年１月１日

９月３０日（日）

十五夜

十五夜のお話を聞いた後に、職員による楽器
演奏に合わせて「つき」を歌い、おやつには可
愛いうさぎ饅頭を食べました。夜の空はあいに
くの曇りでしたが、時々顔を出す月に「お月
様！」と感動する子ども達でした。

１０月１４日（日）
ふれあい・ゆうあい交流フェスタ
群馬県青少年会館にて、和太鼓演奏として参加し
ました。曲目は「わたらせ太鼓」
「上州」
「ゆうあい」
の３曲を演奏しました。今年で３回目ということも
あり胸を張って迫力のある演奏ができ、たくさんの
拍手をいただきました。

１０月２７日（土）

十三夜

十三夜の絵本を見て、みんなでお月様のお供え
物を作りました。お部屋ごとに協力して色を塗っ
たり紙を切ったりして、立派なお供え物の完成で
す。十五夜の時に歌った「つき」を口ずさんでい
る児童もたくさんいました。

１１月１日（木）

第４６回 開園記念日

今年で４６歳を迎えたわたらせ養護園。おや
つのケーキを食べてみんなでお祝いした後、開
園記念日に因んだクイズの出題！みんなで「は
ーい！」と手を挙げて、盛り上がりました。
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しゃぼんだまふわり
「スヌーズレン」
児童指導員

鈴木紀章

（マカトンシンボル）
今年度より始めたスヌーズレンについて紹介
します。
スヌーズレンは、オランダの知的障害者施設ハ
ーテンバーグセンターで、アド・フェルフール氏
により創設されたものです。
何らかの障害を持っている方々は、自己の感覚
を自ら操る術に欠けている場合があります。その
欠けている感覚器官に適度な刺激を与えて補う
という事は、大脳へ伝達されて認知する神経系の
働きを促すことになります。
スヌーズレンは、それぞれ欠けている感覚を対
象にするだけではなく、人間のもつ全ての基本感
覚を刺激し、統合させ、機能させるための環境設
定方法です。
具体的には、利用者が自分に合う適切な刺激
（光、音楽、感触、香り等）を無意識のうちに、
或いは自主的に選択して取り入れ、自分のリズム
で体感して学習していく場所です。
もともとは、重度の知的障害者のために考案さ
れたものであり、これを支援の一環として取り入
れようと考えました。
現在は、６畳程ある一室にマットを敷き、遮光
カーテンを取り付け、エアマットやクッション、
感覚を刺激する玩具を用意するなど、試行錯誤し
ながら創り上げている所です。まだまだ、イメー
ジしている環境には程遠いのが実状ですが、それ
でも、利用した児童が笑顔を見せている事が、何
よりもの自信に繋がっています。
実際に、ヨーロッパでは知的障害を始めとして、
重度心身障害や認知症を持つ方はもちろん、普通
幼稚園や町のコミュニティセンターにも広がり、
療育活動、ケア、ストレスの緩和、利用者や家族、
援助者間の楽しみの共用の場としても行われて
います。
このように、目的に応じて利用出来るスヌーズ
レンルームを創り上げる事が、私の目標です。

夏の終わり、ひまわり畑に行きました。
自分たちより背の高いひまわりにびっくりです。

秋晴れの日、幼児６名で岩宿遺跡の公園へ出か
けました。幼児用の遊具に大興奮！

２０１３年元日、毎年恒例の初詣に出かけてき
ました。寒い中しっかりお参りできました。

児童作品
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入 札 結 果 報 告
１．件 名
２．日 時
３．場 所

わたらせ養護園 拡張工事
平成 24 年 10 月 25 日（木）14 時 00 分～14 時 30 分
群馬県桐生市新里町奥沢 59-1
わたらせ養護園 会議室

４．法人出席者 （理事長） 岸
芳 正
（立会人）理 事 澤田
理 事 川瀬
評議員 中島
監 事 天川

正二
壽子
恒夫
洋

５．市町村立会者
桐生市新里支所 市民生活課 篠原 章
６．入札方法 指名競争入札
７．入札業者及び入札金額（消費税抜き）（単位：円）
業

者 名

入

札 者

第 1 回入札金額

坂本建設株式会社

新井 茂男 ５９,８００,０００円

三興建設株式会社

西山

株式会社吉田組

吉田 栄佐 ６２,１００,０００円

株式会社小川建設

清水

誠 ５８,６００,０００円

佐田建設株式会社

荒木

徹 ５９,４００,０００円

第２回入札金額

茂 ６１,２００,０００円

８．落札業者及び落札価格
株式会社小川建設群馬支店

金

５８,６００,０００円

工事が始まり、園庭で遊べない日が続きました。
テレビやＤＶＤ鑑賞が多くなりますが、たまにはこんなことも、、
、
プレイルームに大きく画用紙を用意し、ぬりえ大会をしました。
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＜出張 研修 見学 等＞
９月
5. 第 2 回障害児福祉に関する検討会（中島･尾池）
6. 学校除草作業（鈴木）渡良瀬養護学校
8. 障害者スポーツ大会打ち合わせ（久松）
群馬県立ふれあいスポーツプラザ

11. 第 40 回福祉パレード（中島･太田･新井）
13. 学校参観（木村優）渡良瀬養護学校
18. 児童生活部会（松村）ひまわり学園
26. 新会計基準移行セミナー（尾池･久保田）
部会分科会（中島）社会福祉総合センター

28. 福祉セミナー（小埜）国立のぞみの園
小学部運動会見学（太田･都丸）渡良瀬養護学校

10 月
5. 中学部運動会見学（都丸）渡良瀬養護学校
9. 福祉パレード反省会（太田）みどり市社協
12. 五輪施設ソフトボール大会
17. 大間々ライオンズ様との打ち合わせ
19. 西ロータリークラブ職員表彰（小埜･新井）
監査役員研修（中島）
22. スズラン労働組合様ご寄贈（中島）
23. 藪塚地区民生委員研修
あすなろ祭打ち合わせ（久松）
11 月
1. 県指導監査
2. 研究発表会（中島･新井）社会福祉総合センター
8～9. 全国知的障害児発達支援施設運営協議会
（太田）千葉県

15～16. 関東地区知的障害者関係施設種別
代表者会議（中島）山梨県
22. 児童生活指導部会（鈴木）しきしま
12 月
4～5. 児童発達支援管理責任者研修（太田）
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＜ボランティア＞
・個人・
絵本の読み聞かせ
斉藤知子（9/8、28 10/13、28 11/25）
もちつきまつり

赤坂栞、今泉翔子（12/2）
・団体・
縫製
八の会（９/2５ １０/2３ １１/2７ １2/18）
もちつきまつり
大間々ライオンズクラブ（12/2）
笠懸ライオンズクラブ
新里地域ボランティア連絡協議会
コスモス
ガールスカウト 13 団
ボーイスカウト大間々1 団
ガラス拭き
東京電力労働組合様（12/8）

＜平成２４年度第 2 回目苦情解決関係者会議＞
12 月 19 日、平成 24 年度第 2 回苦情解決関係
者会議が行われました。第三者委員の樋口様、椎名
様、当園からは苦情解決責任者の中島、受付担当者
の太田、鈴木が出席しました。7 月から現在まで１
件の苦情を受け付けました。第三者委員の方からは、
細かい事故でも報告に挙げて職員間で注意喚起す
ることは大切な事であると助言を頂きました。会議
終了後には、桐生モーターボート様のクリスマスプ
レゼントが児童に手渡される様子を見ていただく
等、児童と交流を持っていただきました。 （鈴木）

しろがね学園

6. あすなろ祭打ち合わせ（大和･木村優）
19. 苦情解決関係者会議
＜日中一時預かり＞
9月
10 月
2 名５日
3 名６日

11 月
1名3日

12 月
１名１日

＜短期入所＞
９月～１２月 園舎工事中のため受け入れなし
１月１日カラフルなおせち料理におもわず目を
輝かせる子ども達★

編集記
児童作品
冷たい北風が舞い込むなぁ、と考える頃、園内に舞い込んできたのは、耳下腺炎でした。次々と子
ども達の顔が膨れていきます。高い熱が続きます。
「この子もなんだか腫れていない？」
「いや、ちょ
っと食べ過ぎちゃっただけかな」など、あまりに増える耳下腺炎の児童達に、職員も目を凝らし過ぎ、
ちょっと失礼な言葉を掛けてしまうこともありました。年末には病児も落ち着き、穏やかな年の締め
くくりとなりました。
本年も「とんがりやね」をどうぞよろしくお願い致します。
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わたらせ養護園後援会だより
新しい年を迎え、皆様のご健康とご多幸を心よりお祈り申し上げます。本年もどうぞよろしくお願いいた
します。昨年の 11 月より園舎の拡張工事が始まりました。全館スプリンクラー設置工事に続き大事業が行
われています。皆様からの会費を工事費用として支援させて頂きましたこと、ご報告いたします。ありがと
うございます。また今年度の中間報告と、届きましたおたよりをご紹介します。

平成２４年度わたらせ養護園後援会中間報告
会員状況 (平成 24 年 12 月現在)
会員
特別会員
38 件
個人会員
300 件
計
338 件
（内、新規会員 6 件、復活会員 27 件）

1

児童作品
☆ 施設長様を始め職員の方々に孫と私は、育てられました。ほんとうにありがとうございました。感謝
の心は一生忘れません。これからの園の発展と皆様のご健康をお祈り申し上げます。(みどり市)
☆ 寒くなりました。皆様、風邪など引かずお元気にお過し下さい。(桐生市)

後援会の加入は年間を通じて受け付けています。事務局迄ご連絡下さい。
会費 特別会費１年１口 10,000 円・個人会費１年１口 1,000 円
(できましたら 2 口以上おねがいします。)

事務局 〒376-0131

桐生市新里町奥沢５９－１
わたらせ養護園後援会
TEL 0277-74-0343

わたらせ養護園内

ありがとうございます
（平成 24 年 9 月 1 日～12 月 31 日現在）

ご寄付（敬称略、順不同）
岸泰宏 (東京都) 岸厚次 (千葉県) 株式会社本島ビジネスセンター社員一同（高崎市）スズラン労働組合
東京電力労働組合群馬総支部 (前橋市)横田斌 (富岡市) さかえ鮨 (吾妻郡) 松崎靖 (みどり市) 新里地域ボラン
ティア連絡協議会、ガールスカウト群馬５２団、野口秀樹 、小原益子、岸千鶴子、桐生税務署職員一同、樹徳高等
学校、桐生典礼株式会社、わたらせ養護園後援会（桐生市）
ご寄贈（敬称略、順不同）
藤沢敦子、七重会、日本サニパック株式会社 (東京都) 馬場夏栄 (新潟県) 橋本宏江 (埼玉県)
森喜美男 (栃木県) 横田斌 (富岡市) 中村義政、群馬県蒟蒻協同組合、本島久仁倫 (高崎市) 小林洋介、手島達矢
(前橋市) 小幡香織、高柳整形外科歯科クリニック (伊勢崎市) 深澤弘志、今井英美、三国コカ･コーラボトリング
株式会社 (太田市) 青木初江、大間々ライオンズクラブ、笠懸ライオンズクラブ、ガールスカウト群馬１３団、財
団法人日本モーターボート競走会桐生支部、若菜薬局、阿久澤悦三郎、金子純子、斉藤知子 (みどり市）諏訪歯科
医院、阿部恵美子、小林玲子、有賀啓子、ガールスカウト群馬５２団、増田芳枝、有家久美、桐生市桜木婦人会、
桐生市、鴨田正男、寺田道子、小林道雄、須江一成、力石美の、沢田保、桑原惠美子、樋口利一、岩野房江 (桐生
市）

第１５４号

とんがりやね（７）

平成２５年１月１日

もちつきにぴったりの冬晴れの中、たくさんの来園者、父母の会の皆様、協力団体の方々の協力のうえ
無事にもちつきまつりを行うことが出来ました。昨年はスプリンクラー設置工事で行うことが出来なかっ
た為、今年は「いつ餅つき？」
「早くお餅食べたいなぁ」と楽しみにしている子どもがたくさんいました。

児童による、わたらせ太鼓が始まりの合図です。つきたてのお餅で作ったあんぴん、からみ、お雑煮を
美味しくいただきました。ゆっくり味わう子もいれば、おまつりの雰囲気にのまれついつい食べ過ぎてし
まう子も。
。
。

ガールスカウトさんによる出し物も張り切っ
て参加し、みんなとても満足そうな笑みを浮かべ
て楽しい雰囲気のおまつりとなりました。

リアカーいっぱいに頂いた大根はからみ餅
やお雑煮にして美味しくいただきました。
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①
① １２月１９日（水）桐生競艇の選手の方々が
サンタになってお菓子を持って来て下さいまし
た。白くまサンタさんに子ども達も大喜びです。

②③ １２月２１日（金）クリスマス恒例の競輪
選手の手島達也サンタさんが、瀬谷都志美さん、
力石美のさん達と来て下さいました。今年は格好
良い自転車姿を見せてくださり、子ども達も「す
ごい！」と目を大きくしていました。また、サン
タに変身してプレゼントも配って下さいました。
②

③

１２月２５日（火）園内クリスマス会

今年のクリスマス会の食事は握り寿司！からあ
げ、ポテト、岩野房江さんからいただいたチョコ
バナナなどとっても盛りだくさんでした。
おあつまりでは、４つのグループに分かれて、大
きな壁画を作成です。各グル―プの作品を繋げる
と大きなクリスマスツリーが現れました。最後に
フィンガーペインティングで雪を降らせ、完成で
す。また、１２月 18 日（火）に施設長サンタが
プレゼントをもってやってきました。１週間早く、
あわてんぼうのサンタクロースでした。

児童作品

