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「出来事いろいろ」
施設長

中島恒夫

今年も、色とりどりのつつじが咲きだし、わた
らせ養護園で一番美しい季節になりました。ホー
ムページにも四季折々で紹介しますので是非ご覧
ください。昨年、植樹したロウバイの苗木、何本
かイノシシに掘り起こされましたが、新芽が出は
じめました。
27 年度もたくさんの子どもたちを送り出すこ
とができました。年度を超え 4 月になってからの
移動もあり、ハラハラしましたが無事に移動出来
ました。児童施設から次の成人施設、グループホ
－ム等への生活の場を探すことは、当園では経験
したことがないですが、その大変さは計り知れな
いことでしょう。風の便りに○○さんの生活の場
が決まり、就職したことを知ると、園で過ごして
いた様子が思い出されます。入園してくる子ども
たちも多く、もうすぐ定員を満たそうとしていま
す。

昨年もいろいろな個所の改修工事を行いまし
た。使い勝手の良くなった洗面台に続き、本館廊
下の木製建具の研磨と塗装を行いました。長年使
用するうちに、色が落ちたり、噛んだり、削られ
たりと傷みがひどくなったため改修しました。腰
壁も張替えて大変明るくなりました。今年 50 周
年を迎え、少しずつ本館建物を整えて行きたいと
思います。
職員は、福祉職員としてのキャリアアップのた
め自己学習を行い、各々が研修テキストに取り組
みました。福祉職員としての心構え、チームワー
ク、利用者へ対応等、1 年を通して改めて学ぶこ
とができました。
今年度も職員一同、子どもたちにとって安心で
きる良い年にしたいと思います。
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生き活き健康事業所に
登録されました

平成２８年度 職員研修会

４月１日、平成 28 年度の職員研修が行われ
ました。昨年度 10 月から調理員１名、今年度
４月から保育士１名が加わり、計２８名で新年
度のスタートです。
２８年度は職員資質向上のため CSP(ボーイ
ズタウン・コモンセンス・ペアレンティング)を
学びます。「子どもの良い行動を励まし、悪い
行動を思いとどまらせ問題行動にかわる行動を
教える」スキルです。昨年度、この研修を受け、
施設内での講師資格をもった太田児童発達支援
管理責任者が講師です。
今年度、一年を通して CSP という子どもへ
の援助技術を学んでいきます。CSP は、アメ
リカの児童施設「ボーイズタウン」で開発さ
れました。大きな特徴としては、子どもの問
題行動を予防すること、行って欲しいことを
具体的に話し、練習し、その行動が見られた
ら具体的に誉めるといった行為を繰り返すこ
とで大人が子どもと良い関係を築けるという
ものです。毎月の職員会議でテーマを一つず
つ決めて学んでいく予定ですが、理論だけで
はなく、実践練習も多く取り入れ、実際に子
どもへの支援に活かせるように工夫していき
たいです。
児童発達支援管理責任者 太田

わたらせ養護園は、「健康経営」の考え
方に基づき、従業員の健康増進を図り元気
に働ける事業所をめざすため、「生き活き
健康事業所」として、職員一同健康のため
頑張ります。
あわせて、健康づくりの一環として禁煙
認定施設の取組を行います。来園された際
は、ご協力お願いいたします。

児童作品
児童作品
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みんなで毎年恒例の豆まきをしました。大きな鬼に向かって「おには～そと。ふくは～うち」と大
きな声で豆を投げました。おやつに大善寺様から頂いたおかしを子ども達はニコニコしながら食べま
した。

2 月 6 日 初午

お稲荷様にお豆腐・油揚げ・イワシ・お米・
お酒をお供えしました。おあつまりでは初午に
関するクイズをみんなで楽しみ、おやつにはイ
チゴ大福を食べました。夕ごはんには普段あま
り食べない稲荷寿司を口いっぱいに頬ばり食
べました。

雪が降ったので幼児グループで
大きい雪だるまを作りました。
児童作品
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2 月 27 日 あすなろ祭

太鼓グループは「わたらせ太鼓」「上州」「ゆうあい」を発表してきました。たくさん練習を重
ね元気いっぱい一生懸命叩きました。その結果、、、優秀賞を頂くことができました！！！賞金で
お寿司をいっぱい食べてきました。また幼児部でちぎり折り紙の作品を発表しました。

3 月 3 日 ひな祭り
女の子たちは雛飾りの前でポーズを決めて写真をパシャリ。そのあと、ひな祭りのお集まりをみ
んなでやりました。絵本を見たり「うれしいひなまつり」の歌を大きな声で歌いました。おやつに
はケーキを食べました。

児童作品
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卒業式

児童作品

待ちに待った卒業式。中学 3 年生は高校 1 年生
へ、小学校 6 年生は中学１年生へのステップアッ
プをする為の前段階！卒業生は正装し、並んで体育
館へ。体育館に入り、一礼して歩く子どもたちに成
長を感じました。名前を呼ばれ、背筋を伸ばして卒
業証書をもらう子ども達。大勢の前でみんなかっこ
よく卒業証書をもらう事が出来ました！

フィットネスクラブ・カーブスさんの社会貢献
活動フードドライブよりたくさんの食品をご寄
贈していただきました。

児童作品

３月１８日

幼児部終了式

「夢を抱くことの素晴らしさを子どもたちに知
ってほしい」との思いで集まった４人の女性ボー
カリスト「DreaｍVoices」さん、チャリティー
ライブの収益からご寄附をいただきました。
無事に幼児部を終了、みんなの前に出て中島
施設長から修了証書をもらう事ができました。
終了証書をもらう背中はとても大きく見えまし
た。春から小学部の仲間入りです！！！

児童作品
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新任職員挨拶
昨年１０月からわたらせ養護園に御縁を
頂き、毎日充実した日々を送ることができ
感謝です。日々の食事を作りながら、いつ
しか子どもたちの成長がかけがえのない喜
びになっています。これからも、子ども達
に寄り添う食事づくりをしていきます。よ
ろしくお願いします。
川口 和美
今年度より保育士としてお世話になるこ
とになりました渡邊です。
分からないことも沢山ありご迷惑をかけ
てしまうこともあると思いますが、子ども
の笑顔と元気に負けないよう明るく笑顔で
頑張っていきたいと思いますのでよろしく
お願いします。
渡邊 彩

当日緊張した面持ちの子ども達でしたが、綺麗な
正装をして式に参加することが出来ました。中学部
８名、小学部２名、総勢 10 名、ピカピカの 1 年生
の誕生です！
カメラを前にハイｯ チーズ！が、とても上手です。

児童作品

編集記
だんだんと気候も暖かくなり、過ごしやすい時期になりま
した。桜も散り園の周りは青々とした緑に囲まれ始めていま
す。子どもたちは風邪をひくことなく、元気いっぱいに過ご
しています。職員も子ども達に負けないよう、頑張って支援
していきたいと思います。

児童作品
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しゃぼんだまふわり
「新学期」
宮崎 萌美
４月はたくさんの行事があり、子ども達に
とって楽しみな季節になりました。中学部に
進級した子や小学部に入学した子、学年が１
つ上がった子もいます。
子ども達の会話の中で「〇組になったよ！」
「〇〇先生なんだよ！」「〇〇くん（ちゃん）
と同じクラスなんだよ！」と言う学校での出
来事を言う子どももいれば、「今度の担当〇
〇さんがいいなー。」「次の担当は誰かな？」
と園での新しい生活を気にしている子ども達
もいました。新担当、部屋割が発表されると
「また、○○さんと同じお部屋だね。」「〇
〇さん担当よろしくね！」「担当〇〇さんな
んだよ。嬉しい！」と言う声が聞こえてきま
した。発表されてから落ち着かない様子も見
られましたが、今ではみんな落ち着いて生活
をしています。
また、4 月 7 日に行われた入学式に参加し
た時に、園ではイスに座っていられない子が
学校ではイスにしっかり座っている姿にビッ
クリする場面もあり、みんなお兄さん、お姉
さんになっていると成長を感じました。
他にも今までできなかった事に挑戦してで
きるようになった子ども達の嬉しそうな表情
や、できなくて悔しい表情がみられる事もあ
ります。
子ども達の日々の成長が見られる事を嬉し
く思い、また自分自身も子ども達と一緒に成
長し、子ども達に負けないよう支援していき
たいです。

＜実習＞
新規採用職員実習 渡邊彩(3/14～3/18)
＜ボランティア＞
個人(敬称略・順不同)
絵本の読み聞かせ
齊藤知子(1/31、3/20、４/２４)
保育
渡邊彩(2/4、7、10、14、28、3/6)
永野杏奈(4/24)
片柳里香(4/30)
団体
八の会 ３名(2/23、3/22)
４名(４/２６)

平成２８年 5 月１日

＜出張･研修＞
１月
５ 桐生市地域自立支援協議会定例会(太田)
あすなろ祭会議(今泉)
１５ 会計事務説明会(尾池･久保田)
２２ 施設長部会(中島)
２６ 人権倫理委員会(佐藤)
２７ 事務部会(久保田･松尾)
２８ ｺﾓﾝ･ｾﾝｽ･ﾍﾟｱﾚﾝﾃｨﾝｸﾞ研修(太田)
２９ 保健部会(今泉)
２月
２ 定例会(中島)
5～7 ｺﾓﾝ･ｾﾝｽ･ﾍﾟｱﾚﾝﾃｨﾝｸﾞ研修(太田)
８ 福祉ｻｰﾋﾞｽ苦情解決ｾﾐﾅｰ(久松)
関東地区福祉型障害児入所施設意見交換会
(中島･太田)
１９ 障がい児相談連絡会(中島･太田)
２３ しろがね学園療育実践研修会(宮田)
２５ 愛育乳児園見学(中島･太田)
育英短期大学就職実習懇話会(太田)
２６ 児童生活部会(中島･太田)
年金委員会･健康保険委員合同研修会
(久保田)
３月
２ 福祉協会種別部会協議会(中島)
７ ｺﾓﾝ･ｾﾝｽ･ﾍﾟｱﾚﾝﾃｨﾝｸﾞ研修(太田)
１０ 障害者差別解消法･
改正障害者雇用促進法講演会(太田)
１１ 事務部会(久保田)
２０ ｻｰﾋﾞｽ担当者会議(太田)
２２ 障害福祉関係事業者説明会(尾池･久保田)
4月
１４ 給食部会(浅田)
１５ 桐生市地域自立支援協議会子ども部会
(太田)
２７ 部会代表者会議(中島)
初任者研修(渡邊)
２８ 渡良瀬特別支援学校施設長会議(中島)
施設長部会(中島)
＜日中一時支援＞
１月
２月
３月
４月
２件
２件
１件
0件
＜短期入所＞
１月
２月
３月
４月
０件
０件
１件
０件
＜一時保護委託＞
３月
１名 （１３日間）
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わたらせ養護園後援会だより
平成２７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２９３名、新会員の方１６名、復活会員の方５８名、
増額会員の方９名。ありがとうございました。２８年度はわたらせ養護園創立５０周年を迎えます。園
内の老朽化も進んでまいりました。事業計画としまして、本館の床の改修、他各所修繕等計画していま
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 28 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) 松崎靖 (みどり市) 寺田道子、大善寺、DreaｍVoices
金子きみ子、吉田美恵子、わたらせ養護園後援会 (桐生市)
ご寄贈（敬称略、順不同）
日本サニパック株式会社、松井初音 (東京都) 大塚奈美 (神奈川県) 花澤貴子 (千葉県)
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)
高柳整形外科歯科クリニック(伊勢崎市) 大塚淑子、桐生ライオンズクラブ、大善寺
諏訪歯科医院、吉田美恵子、鴨田正男 (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ご寄贈は大変有
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ものを自分で選んで
います。申し訳ありませんが中古品の衣類を使用
する事が殆どなく、お受けしない方向で考えてお
ります。ご協力お願い致します。
御厚意に心より感謝申し上げます。

