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児童作品

「出来事いろいろ」
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。
27 年度の冬は寒かったのか、暖かかったのか、
はっきりしないような感じでした。いつも、クリ
スマスまでにはわたらせ養護園の森の木々の葉が
全て落ち切るのですが、今年はどうなるかと見て
いると、いつも通り全て落ちすっきりした姿にな
りました。
雪、雨が少ない年末と思っていましたが、前日
まで好天だったのが 12 月恒例の「もちつきまつ
り」当日は雨となり、急きょ室内開催となりまし
た。もちつきまつりの係や協力団体の皆様の応援
もあって行事を進めることができました。中庭に
テントを張り、もちつきの臼を置き、もう一つの
臼を裏の駐車場の軒下に持ち込み対応しました。
各居室に青シートを張りテーブルを並べ、あんぴ
ん、きなこ、からみもちを作り、温かい雑煮もふ
るまわれました。

臨機応変に対応でき、狭い室内ながら百数十
人と楽しい交流会を過ごすことができました。
最近女子の利用が増え、新館の 4 部屋を 13
人の女子と幼児が利用しています。男女の住み
分けは完全なものではありませんが、毎年あち
こちの手直しをしながら 50 周年を迎えようと
しています。
施設利用児童の入退所については、どこの施
設も課題を抱えていると思います。入所に至っ
ては予定不可能であり、知的障害児や発達障害
児の受け皿としての入所型施設の認知度不足が
まだまだあるようです。平成 24 年 4 月の児童
福祉法改正で、「障害児施設として維持」を選
んだ場合は、平成 30 年 3 月末までに加齢児の
地域生活移行を進めることになっています。ど
こが責任を持って進めていくのか。このような
課題を各県の入所施設が連携できる会議が持た
れることになりました。今後の動きに期待した
いです。
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スポーツ大会

児童作品

十五夜

十五夜のおあつまりでは月のお話しを聞き
うさぎまんじゅうをたべました。夜になると
空を見上げて月を眺める子どももいました。

絵本の原画展
県立ふれあいスポーツプラザで大活躍！！

ふれあい・ゆうあい交流フェスタ

玉村町文化センターでたくさんの絵本を楽
しんできました。

群馬県青少年会館にて和太鼓を演奏してきまし
た。一生懸命に発表することができました。
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総合防災訓練

しゃぼんだまふわり
「冬休み」
落合 しおり
今年の冬は暖かい日もあれば寒い日もあ
り寒暖の差が激しい冬になりました。子ども
達は「寒い寒い」と言いつつも寒さに負けず
体を動かし元気よく過ごしています。大人も
寒さや子どものパワフルさに負けないよう
必死についていっています。
また毎年開催されるもちつきまつりでは
今年は誰一人風邪をひくことなく参加する
ことができました。きなこ餅、あんぴん餅、
からみ餅、お雑煮など自分の好みのお餅やミ
カン、お漬物をたくさん食べる事ができ子ど
も達も十分に楽しめたと思います。しかし、
もちつきまつりが終わって気が抜けたのか
続々と嘔吐と下痢が流行りだしほぼ全児が
ダウンしてしまいました。その後は、みんな
元気よく過ごしています。
そして子どもたちが待ちに待ったサンタ
さんからのクリスマスプレゼントが届きま
した。１２月に入るとみんなそわそわ。
「サンタさんいつ来るの？」「サンタさん
に○○が欲しいってお願いしたの！」と
一人が話し出すと次から次へと話し出す子
ども達。全部を聞きとれないため一人ずつ
話して～！と耳をふさぎたくなる時もあり
ました。その分、欲しかったおもちゃがも
らえると「これもらったの！」とニコニコ
しながら自分のおもちゃを見せてくれて、
一人で遊ぶ子やみんなで仲良く遊ぶ子もい
てみんな楽しみました。
冬休みに入ると外出やドライブの予定も
あるため子どもたちは毎朝楽しみにしてい
ます。予定が組み終わると一斉に集まり
「やったぁー！」という子もいれば「はぁ
～残念」という子もいます。
新しい年を迎え、子どもたちも日々成長
するなかでいろんなことにチャレンジをし
ていき自分なりのペースで、新たな発見を
していってほしいと思います。
そして子ども達のパワフルさに負けない
よう、私たち職員も全力で支援していきた
いと思います。
夕ご飯は非常食。いつもとは違うご飯に
子どもたちは興味深々でした。
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幼児部 秋のバスハイク

幼児部４名で佐野こどもの国に行ってきました。とっても広い敷地内には遊具がたくさんあり、
子ども達はワクワク顔！すべり台にアンパンマンの遊具、屋内にも大きなボールプールにおままごと
コーナー…。秋晴れの下、小さな身体を目一杯動かして遊びました。

ご寄贈のケーキを目
の前に子ども達の目は
キラキラ。たくさん種
類があり、どれもこれ
もおいしそう…と目移
り。大きなお口で「い
ただきま～す！」

今年も東京電力労働組合さんが
ボランティアでプレイランドを
きれいにして下さいました。
ありがとうございました。
児童作品

もちつきまつりで使用する大根を掘り
に、澤田さんの畑へ伺いました。
立派に育った大根を幼児さんと職員で力を
合わせ、うんとこしょ！どっこいしょ！

児童作品
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毎年恒例のもちつきまつりが 12 月１３日に行われました。あいにくの雨でしたが、大間々ライ
オンズクラブ、ガールスカウト群馬第１３団、コスモス、新里地域ボランティア連絡協議会の皆さ
まのお力添えもあり、室内で無事に開催されました。

太鼓グループによる発表。楽しみにしていた
もちつきまつりのスタートです！

大人気のお雑煮には長い列ができました。
温かくてほっこり。

テントの下でペッタンペッタン！
子ども達もお手伝い。上手にできるかな？

あんぴん餅。今年はこしあんと粒あんがあり
好評でした。

おいしいお餅にニコニコの子ども達。

レクリエーションでは風船を使ったゲーム
で盛り上がりました。
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幼児部のみんなでクリスマスツリーに飾りつ
け。上手にできました！

待ちに待ったクリスマス会が始まりました。
絵本の朗読にハンドベルの演奏…。

モーターボートの選手のみなさんからお菓子
をいただきました。みんなとっても嬉しそう！

紙コップを積み重ねツリー作りに挑戦。
その表情は真剣そのものです。

中島施設長サンタからのプレゼント！
もらったそばからすぐさま遊び始める子ども達。
見ていてほっこりしました。

いつもより豪華なご飯に子どもたちは大は
しゃぎ。お寿司にから揚げにポテト…みんな
が大好きなメニューでした。
ちょっと食べすぎちゃったかな？

第１６３号

とんがりやね（７）

＜出張・研修＞
９月
８ 桐生市自立支援協議会子ども部会 (太田)
16 健康保険委員・年金委員合同研修会(久保田)
25 出会える・学べる実践事例研修会 (太田)
29 サービス管理責任者等連絡会 (太田)
30 平成 27 年度発達障害者養成研修会 (宮崎)
10 月

５
2016 年度生活サポート総合補償制度説明会(太田)
６
桐生市自立支援協議会第 6 回定例会 (太田)
７
平成 27 年度発達障害者養成研修会 (宮崎)
８
福祉パレード反省会 (太田)
8.9
接遇講習会 (松尾)
13 桐生市自立支援協議会子ども部会 (太田)
15.16 強度行動障害者支援者養成研修(基礎研修) (太田)
22
サービス管理責任者部会 (太田)
27 給食部会 (小池) 虐待防止委員会 (中島)
11 月

４
５

群馬県サービス管理責任者研修(久松・新井)
第 44 回群馬知的障害者福祉協会研究発表会
(中島・太田・長谷川)
10 桐生市自立支援協議会子ども部会 (太田)
10.11 福祉協会種別代表者会議 (中島)
11 社会福祉施設職員等退職手当共済制度実務研修会
(太田・久保田)
12.13 強度行動障害者支援者養成研修(実践研修)(太田)
18 しろがね学園専門療法学習会(感覚統合法) (大和)
ＣＳＰ(コモンセンス・ペアレンティング)講習
(中島・太田)
年末調整事務説明会 (久保田)
24 児童生活部会 (赤坂・中島)
26 子育て支援応援フォーラム (宮川)
27 ぐんま学園職員研修会 (太田)
12 月

１
３
４
８
8.9
10

桐生市自立支援協議会第 7 回定例会 (太田)
危機管理委員会研修会 (宮川)
療育講演会「気になる子どもの理解と支援」(落合)
桐生市自立支援協議会子ども部会 (太田)
群馬県サービス管理責任者研修 (久松・新井)
群馬県知的障害者福祉協会事務部会(太田・久保田)

＜日中一時支援＞
９月
１０月
５件
１１件

１１月
8件

１２月
４件

＜短期入所＞
９月
１０月
０件
0件

１１月
０件

１２月
１件

＜一時保護委託＞
１１月 １名 (１１日間)
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<実習>
９/8～18 育英短期大学 松井希帆・渡邊 彩
<ボランティア>（敬称略・順不同）
個人
絵本の読み聞かせ
齋藤知子(９／２７・１１／２２・１２／２７)
団体
縫製
八の会
５名(９／１５)
４名(１１／２４)
４名(１０／２７)
４名(１２／１５)
もちつきまつり
大間々ライオンズクラブ
コスモス
新里地域ボランティア連絡協議会
ガールスカウト群馬第１３団
渡邊 彩（育英短期大学）
清掃
東京電力労働組合群馬地区本部

苦情解決関係者会議
12 月 16 日平成 27 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、新井が出席しまし
た。平成 27 年 7 月下旬から平成 28 年
１２月まで苦情の受け付けはなかったことを
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、薬の事故とヒヤリハッ
トが減っていることを評価していただきまし
た。
(太田)

編集記
寒い寒い冬がやってきました。
もちつきまつり後に園内で嘔吐と下痢が流行
り、通院に看病にと大忙しでしたが、クリス
マス前には全員ピタリと完治。こんな示し合
わせたようなタイミングで！と思わず笑って
しまいました。
まだもう少し寒さは続きますが、子ども達に
は病気なんて吹き飛ばす勢いで元気に過ごし
てほしいと思います。
本年も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。今年度の中間報告をさせていただきます。

平成２７年度わたらせ養護園後援会中間報告
会員状況 (平成 27 年 12 月現在)
会員
特別会員
37 件
個人会員
255 件
計
292 件
（内、新規会員 16 件、復活会員 58 件）

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 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、岸真理 (千葉県) 清水みつ子 (埼玉県)
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) スズラン労働組合、東京電力労働組合群馬地区本部 (前橋市)
横田斌 (富岡市) 松﨑靖 (みどり市) 吉田美恵子、小原益子、野口秀樹、株式会社両毛資源開発、
新里地域ボランティア連絡協議会、樹徳高等学校 (桐生市)
ご寄贈（敬称略、順不同）
松井純一・松井初音 (東京都) 森喜美男 (栃木県) 橋本宏江、山田千賀 (埼玉県)
群馬県蒟蒻協同組合 (高崎市) 小林洋介、コストコ前橋倉庫店 (前橋市) 小幡香織、手島達矢 (伊勢崎市)
浅野ハツエ (太田市) 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、
小堀陽子、栗林詩織 (みどり市) 諏訪歯科医院、桐生市桜木婦人会、寺田道子、福田栄一、鴨田正男、
沢田保、樋口利一、桐生市、岩野房江 (桐生市)

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。

