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児童作品
「出来事いろいろ」
施設長
中島恒夫
桜の花も散り、わたらせの山々に八重桜
とともにつつじの花が咲きだしています。
玄関を上る坂には紫、ピンク、赤、白のつ
つじの花がきれいに咲いています。晴れた
日には緑がいっぱいな山につつじの花々が
混じり、素晴らしい世界を作り上げていま
す。伐採した園舎の裏山には、3 月、大間々
ライオンズクラブ様からロウバイの苗木を
100 本ご寄贈いただき、ライオンズクラブ
の皆様と子どもたちで植樹しました。黄色
の花が咲くのが楽しみです。
26 年度も、たくさんの子ども達を送り
出すことができました。短期で預かり家庭
復帰できた子どもがいれば、在園 10 年を
超え、中学 3 年生で卒園した子ども達もい
ました。どの子どもたちも、わたらせ養護
園で身に着けた宝物を上手に生かし、子ど
もだけはなく、親御さんたちもこれから長
い人生に向って行って欲しいです。

生活すると言うことは、いろいろと古くな
ることで、4 月早々、子どもたちの部屋の
畳替えをしました。とても気持ちがよいで
す。長年使ってきた低めの洗面台の改修も
5 月連休後からの工事に入る予定です。幼
児から中学生まで使える高さになります。
元気な子どもたちによって穴があいたり壊
れたり、「施設長さん、ドア蹴って壊しち
ゃった、直してください」と言ってくる子
もいます。大きくなった子どものパワーは
すごいものがあり、母親や女性職員では押
さえきれないことも多くなっています。
週末のドライブや行事に使われるマイク
ロバスも新しくなります。乗車人数は少な
くなりますが、オートマチックで運転しや
すくなる予定です。
今年度も職員一同、子どもたちにとって安
心した良い年にしたいと思います。

第１６１号

とんがりやね（２）

平成２７年５月１日

４月１日

職員研修会
平成２７年度の職員研修が行われました。
今年は保育士２名と調理員１名が新たに
加わりました。

新任職員挨拶
今年度から保育士としてお世話にな
る事になりました、大橋です。入ったば
かりで分からないことも多く色々とご
迷惑をかけてしまうことも多いかと思
いますが子ども達の元気に負けないよ
うに、職員方や皆様に助けて頂きながら
頑張っていきたいと思います。よろしく
お願い致します。
大橋 花霞
今年の春から職員として働くことに
なりました。子どもの頃から保育士にな
るのが夢でした。その夢が叶い嬉しい気
持ちでいっぱいです。大変な仕事だと思
いますが子ども達と笑顔でかかわって
いければいいと思います。よろしくお願
いします。
宮田 朱花
４月から調理員としてお仕事をさせ
て頂きます。日々の調理や子ども達との
ふれあいで毎日がとても新鮮で充実し
ています。特に下膳の際の「美味しかっ
たよ！」の一言が私の活力になっていま
す。これからも美味しいご飯を作れるよ
うに頑張っていきますのでよろしくお
願いします。
石原 里紗

退職者挨拶
８年９カ月間をわたらせ養護園で過
ごしました。子ども達の成長を間近で感
じる事ができ、私自身も一緒に成長する
ことが出来ました。
子ども達の笑顔があったからこそだ
と思います。子ども達の成長に携われた
ことに感謝しています。ありがとうござ
いました。
栗林 詩織（小埜）
「用意はいいですか？」「いただきます」
何を言っても聞こえない程うるさかった
子ども達の声が聞こえません。もくもく
と食べている姿ににんまり！！！
そんな日々が離れて見ると懐かしくちょ
っぴり寂しいものです。四季折々の行事
や小さな出来事がいっぱいで８年間あっ
という間でした。
良い思い出をありがとうございました。
半田

けい子

お疲れさまでした！
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しゃぼんだまふわり
「新学期」
宮川

平成２７年５月１日

２月２8 日

望

振り返れば 1 年前、子どもとの関係作りに
苦戦していたり、仕事を覚えるのに必死だった
りした自分がいました。
1 年はあっという間に過ぎ、自分自身も 2
年目に突入しました。まだまだ、子どものこと
や仕事のことも先輩方に助けていただくこと
が多く、日々学ぶこと吸収することがあるなと
感じています。
園では子どもたちが 4 月から１学年あがり
「僕は○年生になるんだ！」「お部屋どこにな
るかな？」
「次の担当は○○さんがいいなー！」
など職員と子どもの会話がたくさん聞こえ、子
どもたちは新しい学年、環境に胸がいっぱいな
のかな？と微笑ましく思いました。学校でも園
でも 4 月は行事が盛りだくさんなため、しば
し落ち着かない様子もありましたが、そんな子
どもたちが可愛くてしかたないです。
最近になって、今まで幼児さんだった子が
「○○さん僕お手伝いしたい！」「私は自分で
出来るから大丈夫。」と言いお兄さん、お姉さ
んらしく自信たっぷりな様子に頼もしさを感
じました。幼児さんから小学生になると気持ち
の変化が大きいのかな？と思いました。もちろ
ん他の子どもたちも苦手なことに挑戦してみ
たり。今までできなかったことが出来たり、子
どもたちは日々少しずつ成長しています。そん
な毎日の生活で聞こえる子どもたちの「○○さ
んと一緒に遊びたい！」と言う子。「○○さん
とご飯食べたい。」とおねだりをする子。「お
風呂今日は誰かなー？」と勤務職員全員に聞く
子。「今度はいつ園にくる？」と悲しげな表情
を見せる子。様々な会話、表情。子どもたちに
とって職員の私たちの存在は大きいものだと
日々感じます。
これからも子どもたちとたくさん遊び、時に
はぶつかりながら一緒に自分も成長していき
たいと思いました。

ベイシア文化ホールであすなろ祭が行
われました。わたらせ養護園は「翼をくだ
さい」「学園天国」「ようかい体操」「Let
It Go」の歌とダンスを発表です。

衣装も全員でお揃いです。
たくさん練習をして本番に臨みました。
わたらせ養護園らしい発表になったと思
います。みんなお疲れ様でした！
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2 月３日

初午

児童作品

お稲荷様にお供えに行きました。
お豆腐、油揚げ、イワシ、お米、それから
お酒をお供えしてみんなで頭をペコリ。
おあつまりで初午に関するクイズを楽し
んだ後は、おやつにイチゴ大福を食べまし
た。普段あまり食べないおやつに子ども達
は目をキラキラさせていました。

2 月 9 日 節分
毎年恒例のみんなで豆まき。大きな赤鬼に向かって豆を投げました。おやつには大善寺さん
から頂いたおやつを食べ、満足そうな子ども達です。
夕飯には豆ご飯が出ました。いつもと違うご飯にみんな興味津々でした。

3月2日

ひな祭り
おあつまりで絵本を読んで、みんなでひ
な祭りの歌を歌いました。おあつまりの後
はお待ちかねのケーキです。主役の女の子
達から先に配り始めたので、待っている男
の子達はじれったそうにしていました。
おやつの後、おひな様と写真も撮りました。
いいお顔でハイ、チーズ！
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平成２７年５月１月

３月２８日

新一年生が学校へ通い始め、７名いた
幼児さん達は一気に 4 名に減ってしま
いました。あんなにも賑やかだった幼児
部の活動も、少し寂しくなったなぁ…と
思っていたのも束の間！そんな思いは
吹き飛ばしてしまうほど元気いっぱい
パワフルな幼児さん達です。

今年は４名の児童が幼児部を修了しまし
た。立派に賞状を受け取る手も、発表のよう
かい体操を踊る姿も、入所した頃に比べ断然
大きくなりました。

公園
新生幼児部さんで公園に行きました。
大きな遊具にも果敢に挑戦する姿が、小さい
ながらもとても頼もしいです。
いっぱい食べていっぱい笑って、素敵なお
兄さんになってね。

児童作品
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4 月７日(火)
渡良瀬特別支援学校の入学式がありました。今年は小中合わせて８名の新入生がそれ
ぞれ一年生になりました。緊張気味の表情にこちらまでドキドキ！

小学部
３名の児童が新一年生になりました。
真新しいランドセル、リュックに思わずに
んまり。初めてだらけの一年間、期待に胸
が膨らみます！

近くのグラウンドには桜の木が
いっぱいです。ひらひらと舞ってい
る花びらを見事ナイスキャッチ！
大喜びの子ども達でした。

児童作品

中学部
5 名の児童が中学部に上がりました。制
服をビシッと着こなし、心なしかみんな背
筋も伸びているような気がしました。
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3 月５日
カーブスさんが段ボールいっぱいの食料品
を届けて下さいました。なかなか見ることの
できない食料品の山に、子ども達はちょっぴ
り興奮気味でした。

平成２７年 5 月１日

＜出張・研修＞
１月
１３.桐生市自立支援協議会子ども部会（太田）
１５.給食部会（浅田）
１８.児童発達支援計画の作り方について学ぼう
（新井）
１９.平成２６年度会計事務研修会（尾池）
２２.桐生市自立支援協議会第９回定例会（太田）
２８.群馬県知的障害者福祉協会事務部会
（久保田）
２月
８.児童発達支援管理責任者研修（太田）
１６.しろがね分校高等部合格者説明会（太田）
１８.社会福祉法人三和会公開セミナー（長谷川）
１９.桐生市自立支援協議会第１０回定例会
（太田）
障害児相談担当連絡会（太田）
児童生活部会 (木村)
健康保険委員・年金委員合同研修会（久保田）
２４.大泉保育福祉専門学校実習施設情報交換会
(太田)
３月
２.退職手当共済事業実務研修会（久保田）
１０.桐生市自立支援協議会子ども部会（太田）
１５.県立しろがね学園 療育実践研究（佐藤）
１９.桐生市自立支援協議会第１１回定例会
（太田）
４月
１４.桐生市自立支援協議会子ども部会（太田）
２３.給食部会（石原）
３０.初任者研修会（大橋・宮田）

3 月 14 日
大間々ライオンズクラブ様よりロウバイの
苗を 100 本ご寄贈いただきました。伐採した
裏山に児童と植樹をしていただきました。

児童作品

＜日中一時支援＞
1月
2月
0件
2件

3月
3件

4月
10 件

＜短期入所＞
1月
2月
0件
0件

3月
0件

4月
2件

＜ボランティア＞（敬称略・順不同）
個人
齊藤知子(2/22・3/29)
大橋花霞(２/8)
団体
樹徳高校合唱部(2/11)
八の会 ５名(2/24・4/28)
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わたらせ養護園後援会だより
平成２６年度も皆様よりあたたかいご支援をいただき、わたらせ養護園に大きな援助をすること
ができましたこと、心より感謝申し上げます。
昨年度の会員状況を報告します。継続会員の方２５７名、新会員の方６名、復活会員の方２０名、
増額会員の方１２名。ありがとうございました。２７年度も園内各所修繕や改修、大型洗濯機等設
備更新またマイクロバスの新車購入が事業計画されています。本年度も引き続き皆様のご支援ご協
力よろしくお願いいたします。
また、皆様から届く振替用紙の通信欄のお便りに職員一同も励まされ楽しみにしております。
本年度も皆様の情報交換の場として、又皆様の日常の様子などお便りお待ちしております。
今後ともよろしくお願い申し上げます。

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

ありがとうございます
（平成２７年１月１日～４月３０日現在）
ご寄付（敬称略、順不同）
岸泰宏 (東京都) 岸厚次 (千葉県) さかえ鮨 (吾妻郡) 松崎靖 (みどり市) 寺田道子、大善寺
DreaｍVoices、桐生税務署有志一同、故清水俊子、わたらせ養護園後援会 (桐生市)
ご寄贈（敬称略、順不同）
七重会 （東京都） ローソン高井町店、カーブス、小林洋介 (前橋市)
株式会社原田ガトーフェスタハラダ (高崎市)
鈴木竹二、鈴木笑子 (伊勢崎市) 今井英美 (太田市) 大善寺、鴨田正男、渡辺照代 (桐生市)
大間々町商工会女性部、橋本すみ江、大間々郵便局、大磯敦子 (みどり市)

編集記
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。

だんだんと気候も過ごしやすくなり、子ども達
は既に夏に向けて準備をしています。４月後半か
ら半袖をひっぱり出して着ている子がたくさん。
「早くない？」と思う職員をよそに「暑いよ～」
と汗をかいて走り回っています。しかしながらこ
の時期は寒暖の差が大きいもの…。鼻水を垂らし
ている子も多くいます。半袖に鼻水という少しチ
グハグな光景に笑いながら、職員一同楽しく支援
をしています！

