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「出来事いろいろ」
児童作品

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。
26 年度、9 月から 10 月にかけ新館にスプリ
ンクラーが設置されました。これで全館の設置と
なり、消防設備に関しては一安心です。10 月に
は冷暖房切替・点検時にボイラー本体から水漏れ
があり、溶接等の修理で直らない故障が発見され、
緊急交換となりました。発注、交換まで応急処置
をとりながら 12 月上旬まで持たせることがで
き交換工事が終了しました。交換作業の５日間は
ボイラーが止まってしまったため、新館にある家
庭風呂２つをフル活用し、下校後から入浴を開始
し夕食後まで、毎日全児童がお風呂に入ることが
できました。

現場の職員は大変だったでしょうが、子どもも職
員も緊急時対応の経験になりました。子どもたち
の年齢層の変化に伴い、３才から中学生が暮らす
スペースを、少しずつ工夫しながら改修してきま
した。老朽化した所は計画的に行い、子どもの生
活部分では、洗面台の改修を計画しています。学
童に合った高さの洗面台になり、使いやすく住み
やすいものになると思います。
年末の「もちつきまつり」「クリスマス会」と
体調を崩すこともなく、おいしい食事をとり楽し
い行事ができました。
わたらせ養護園の原点でもある「施設の中心に
子どもたちがいる」職員一同、子どものことを大
切に思って生活できる年にしたいと思います。
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で き ご と

９月９日 十五夜 十五夜のお話しを聞いた後、
うさぎまんじゅうを食べました。夜は子ども達が
空を見上げ、月をみていました。

９月２９日 スポーツ大会 一生懸命走ってメダ
ルをもらうことができました。まだまだ暑い中頑
張りました。

桐生市にある富士山に幼児さんで登山に行きま
した。標高 163m と、幼児さんにもやさしい登
山でした。山の上からの景色はきれいでした。

（株）ハラダさんよりたくさんのラスクをいただ
きました。子ども達にも大人気で、あっという間
に食べてしまいました。ありがとうございました。

わたらせ公園は今年も落ち葉がいっぱいで、子ど
も達には楽しい遊び道具になりました。

幼児グループで小さいツリーに飾りつけをしまし
た。個性あふれる作品ができました。
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１１月１２日 総合防災訓練 夜間体制で始まった防災訓練。サイレンにびっくりする子や、パニック
になってしまう子がいるなか、中学生のお兄さんたちは小さい子と手をつなぎ、一緒に避難してくれま
した。今年も桐生市消防署大間々・新里分署、消防団、地域の方々のご協力もあり、ケガ人がでること
なく無事に訓練を終えることが出来ました。訓練後の夕食は、非常食用のカレーです。みんないつもと
違うと感じながらも、おいしくいただくことができました。

１１月２３日 松尾貴臣さんライブ
初めて聞く生の演奏は子ども達に感動をくれま
した。CD を買った子は「曲かけて！」と CD
を持ってきてくれ、曲をかけると満足そうに聞
いています。

桐生市社会福祉協議会様よりお花をいただきまし
た。大切にプランターに植え替えました。
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１２月１４日（日）天気に恵まれ、今年は体調を崩す子もいなく、楽しくもちつきまつりを行うこと
ができました。子ども達はみんな笑顔で、おいしそうにおもちを食べていました。

大間々ライオンズクラブさん、餅米ありがとう
ございます。

力いっぱいおもちつき！

もちつきで使う大根を澤田さんの畑でとらせて
いただきました。たくさんの大根を子ども達は
一生懸命とりました。ありがとうございました。

ガールスカウトさん、コスモスさん、ボランテ
ィア協議会さんがつきたてのおもちを１人前
にわけてくれます。今年もからみ、きなこ、あ
んぴん、お雑煮で、おいしくいただきました。

ボーイスカウトさんによる、風船リレーゲー
ム！楽しく参加させていただきました。

太鼓グループ発表。中学３年生は最後の発表で
した。とても頑張りました。
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12 月２５日（木）

１２月１８日（木） わたらせに少し早いサ
ンタさんがやってきました。プレゼントをも
らってウキウキの子ども達です。

１２月１９日（金） 桐生ボートのサンタさん
よりお菓子のプレゼントをいただきました。大
きいしろくまサンタに大はしゃぎ！ありがと
うございました。

１２月２０日（土） 手島サンタさん達による
手品や、お菓子のプレゼントをいただきまし
た。手品でびっくりしたり、プレゼントで大
喜び！ありがとうございました。

サンドイッチにからあげ、ポテトにジュース
とチョコバナナ、みんな大好きなメニューを
お昼に食べました。たくさん食べてお腹いっ
ぱいです！

手作りリースを作りました。カラフルでかわ
いいリースができました。

森様よりケーキをいただきました。たくさん
お昼を食べたけれど、ケーキは別腹！おいし
くいただきました。ありがとうございました。
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＜主張・研修＞
9月
４.福祉・介護人材定着セミナー（久松）
５.給食関係者講習会 (小池)
１７１８.防火管理者講習 (木村)
１８.桐生市地域自立支援協議会定例会（太田）
２４.発達障害者研修 (久松)
３０．療育講習 （赤坂）
10 月
１.発達障害者研修 (久松)
７.福祉パレード反省会（木村）
８.矯正施設退所支援 （太田）
８.９.１０.１１.会計実務スクーリング研修（久保田）
１４.子ども部会 （太田）
１６.桐生市地域自立支援協議会定例会（太田）
２９.関東地区種別代表者会議（中島）
11 月
５.研究発表会（中島・太田・新井）
６.７.全国児童発達支援施設運営協議会（中島）
１０.１１.１２.リスクマネジャー研修（太田）
１０.群馬県社会福祉大会（中島・尾池）
１３.１４.種別代表者会議（中島・太田）
１８.年末調整説明会（尾池）
12 月
１６.関東ブロック打ち合わせ（中島）
１８.桐生市地域自立支援協議会定例会（太田）
２３.療育セミナー（栁澤）
＜日中一時支援＞
9月
10 月
5件
5件
＜短期入所＞
9月
10 月
1件
1件
＜一時保護委託＞
9 月 1 名 3 日間

11 月
7件

12 月
1件

11 月
3件

12 月
0件
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＜実習＞
９/４～１６

明和学園短期大学 保育実習
宮田朱花
９/２２～２６ 上越教育大学 介護体験実習
鏑木沙月
＜ボランティア＞（敬称略・順不同）
個人
絵本の読み聞かせ
斉藤知子（９/２８・１０/２６・１１/23）
団体
＊八の会 5 名（１０/２８）
5 名（１１/６）
5 名（１１/２５）
＊東京電力労働組合様 1３名（１２/１３）
＊ボーイスカウト桐生１７団
ガールスカウト群馬１３団
大間々ライオンズクラブ
新里地域ボランティア連絡協議会
コスモス
宮田朱花（明和学園短期大学）
大橋花霞（群馬社会福祉専門学校）
（１２／１４）

平成２６年度
第２回苦情解決関係者会議
12 月 17 日、平成 26 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、小原
様、椎名様、樋口様、当園からは苦情解決責任
者の中島、受付担当者の太田、久松、小埜が出
席しました。平成 26 年 6 月から 12 月まで苦
情の受け付けはありませんでしたが、苦情に繋
がる可能性が高い出来事について報告しまし
た。また、事故報告とヒヤリハット報告のまと
めについても報告しました。第三者委員の方か
らは、事故報告を児童名で分けてまとめると特
徴が掴みやすいという助言をいただきました。
会議終了後には、子どもたちと面談をしていた
だきました。
（太田）

編集記
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寒い季節がやってきました。今年度になり、大
きな病気が流行ることもなく元気に年末まで過
ごすことができました。今年度もあと少し、元
気に過ごせることを祈ります。
本年もどうぞよろしくお願い致します。
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ありがとうございます
しゃぼんだまふわり
「 成長 」
児童指導員 横山弓子

児童作品

今年は秋から一気に寒くなり、例年より早く
冬を迎えました。寒い寒いなど言いながらも、
子どもたちは寒さに負けず外を走り回っていま
す。今年はみんな風邪などひかず、元気よく冬
を過ごしています。
先日子ども達の元に待ちに待ったクリスマス
プレゼントが届きました。数日前から｢サンタさ
んが来るよ！｣と言って、そわそわしていまし
た。みんな欲しかったものが貰えたようで上機
嫌。早速もらったおもちゃで楽しそうに遊んで
いました。なかには、一人ではなく、仲の良い
子と楽しそうに遊ぶ姿も見られました。たくさ
んの子が｢見て！これ貰ったの！｣と言って自慢
げに自分のプレゼントを見せてくれました。た
くさんのサンタさんからプレゼントやお菓子を
貰い、みんな笑顔が絶えません。クリスマスの
日に出たごちそうもとても楽しみにしていたよ
うで、いつも以上にモリモリと美味しそうに食
べていました。また、冬休みに入りどこへ外出
するのだろうと楽しみにしている子もいて、毎
日楽しみがあり、心弾ませ待っているようです。
２０１４年も終わり、新しい年を迎えました
が、昨年１年間でみんなそれぞれのペースで大
きく成長することが出来ました。自分でトイレ
へ行けるようになった子、たくさんお話しがで
きるようになった子、お箸が使えるようになっ
た子…と、成長が目まぐるしくて毎日驚くこと
が多いです。子どもたちも出来るようになった
ことが嬉しいようで｢できるようになったよ！｣
と教えてくれます。それを聞いた周りの子も静
かに闘争心を燃やし、頑張ろうとしている姿も
見られ、たくさんの子がいろいろなことに挑戦
しています。そんな話を聞いていると私たち職
員も次はどんな成長が見られるだろうと毎日と
ても楽しみです。

(平成 26 年 9 月 1 日～12 月 31 日現在）

ご寄付（敬称略、順不同）
岸泰宏、七重会 (東京都) 岸厚次 (千葉県)
五味渕勇一 (栃木県)
公益財団法人富田昭子ガールスカウト振興財団
株式会社本島ビジネスセンター社員一同
平田方夫、平田風花 (高崎市)
星野幸一、スズラン労働組合
東京電力労働組合群馬総支部 (前橋市)
小暮雄二 (藤岡市) 横田斌 (富岡市)
さかえ鮨 (吾妻郡)
松﨑靖、株式会社あすからいふ倶楽部(みどり市)
吉田美恵子、鈴木キヨ子、野口秀樹、小原益子
新里地域ボランティア連絡協議会（桐生市）
ご寄贈（敬称略、順不同）
日本サニパック株式会社 (東京都)
佐々木貴子 (神奈川県)
髙橋裕子、髙橋亜沙美、森喜美男 (栃木県)
橋本宏江、山田千賀 (埼玉県)
中村義政、株式会社原田ガトーフェスタハラダ
群馬県蒟蒻協同組合 (高崎市)
小林洋介、松村美貴江、手島達矢 (前橋市)
小幡香織、坂田優里(伊勢崎市)
都丸智恵、奈良博安 (渋川市)
大間々ライオンズクラブ
財団法人日本モーターボート競走会桐生支部
ガールスカウト群馬１３団 (みどり市）
諏訪歯科医院、桐生市桜木婦人会、福田栄一
小原益子、城田三千代、鴨田正男
小林道雄、沢田保、樋口利一、力石美の
岩野房江、高木正道 (桐生市)
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ご寄贈に関してお問い合わせを頂くことがあり
ます。バスタオルやティッシュ、洗剤といった
日々消費する生活に付随する消耗品の御寄贈は
大変有り難いです。衣類に関しては、十分たり
ています。こども達は、それぞれの好みにあっ
た現代風のものを自分で選んでいます。御厚意
に心より感謝申し上げます。
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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。今年度の中間報告とお便りの紹介させていただきます。

平成２６年度わたらせ養護園後援会中間報告
会員状況 (平成 26 年 12 月現在)
会員
特別会員
38 件
個人会員
218 件
計
256 件
（内、新規会員 6 件、復活会員 19 件）

☆清水先生を偲ぶ会に参加させていただきました。ガールスカウトでの出会いがあったので、わたら
せへも伺いました。(静岡県)
☆会費のお振込み遅くなりました。皆様の健康と活躍をお祈り致します。(太田市)

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 わたらせ養護園内
わたらせ養護園後援会
TEL 0277-74-0343

