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「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。
昨年 11 月 1 日 創立 50 周年を迎えることが
出来ました。皆様方の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。
ご支援いただいた後援会の方々に感謝状をお
送りすることが出来ました。皆様から感謝のお返
事をたくさん頂きました。誠にありがとうござい
ました。
11 月には思いもかけない数十年ぶりの初雪が
ありました。山中にある当園は雪対策で大わらわ
でした。12 月には、恒例の「もちつきまつり」
が行われました。天候に恵まれ、園庭に並べたテ
ーブルには、その場でついた餅が運ばれ、あんぴ
ん、きなこ、からみもちがボランティアの皆さん
により、次々と手際よく作られ、出来立てのお餅
を食べました。やはり、つきたては格別でした。

今年は、お祝いの年として、あんぴん餅を紅白
にしてみました。最後の締めにはお雑煮を食べ、
子どもたちは列に並び「早く、早く」と自分の順
番が来るのを楽しみにしていました。クリスマス
プレゼントは、サンタクロースから事前に子ども
たちに配られ、包装紙の中身は何だろう？楽しみ
でいっぱいで、大はしゃぎで、包装紙を開いてい
ました。その後は、部屋でゆったりと遊んでいま
した。クリスマス会当日は、胃腸系の病気が流行
してしまい、食事は控目になってしまいました。
冬の帰省では、家庭に帰れた子、園で過ごした
子と様々ですが、体調も戻りお正月を無事に過ご
しました。
今年も職員一同、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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スポーツ大会
群馬県障害者スポーツ大会に児童５名が
出場しました。みんな一生懸命走りました。

開園記念日
今年で 50 周年を迎えました。
おやつにケーキとお茶でお祝いをしました。

ご
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部屋ごとでお月見団子の作品を作りまし
た。その後はうさぎまんじゅうを食べました。

十三夜
「つき」の歌をみんなで歌いました。
みたらし団子も美味しく食べました。

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を演奏してきました。「わたらせ太鼓」
「上州」「ゆうあい」の 3 曲を力いっぱい元気よく演奏することができました。
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桐生が岡遊園地に行ってきました。メーリーゴーランドや
観覧車・モノレール！！
たくさんの乗り物に乗ることができみんな元気よく遊びました。

幼児部遠足
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第二避難場所

恒例の総合防災訓練は地域協力員の皆さんと
大間々新里分署と桐生市消防団新里方面団第２
分団の皆さんのご協力のもと執り行われました。
全児童、大きなサイレンに驚きながらも職員や
皆さんの指示のもと、第二避難場所のプレイラン
ドまで、すみやかに避難することが出来ました。

非常食実食！

児童作品
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地域協力員沢田保さんの畑に子ども達と
たくさんの大根を抜きに行ってきました。
大根は、もちつきまつりの材料として使わ
せて頂きました。有難うございました。

太鼓グループの演奏です。一生懸命練
習した成果を、家族や参加者のみなさん
に見せるべく気合を入れて頑張っていま
した！今年は「ゆうあい」と「からっ風」
を披露しました。

今年も、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、ガールスカウト群馬第１３団
の皆様方のご協力のもと行わさせてい
ただきました。
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毎年恒例のもちつきまつりは今年も無
事開催されました！今年は晴天に恵まれ、
外で盛大に行うことができました！

ガールスカウトさんによる交流会です。
大人も子どもも一緒になって交流会を楽
しみました。

もちつきまつりの後に大間々ライオン
ズクラブさんのチャリティーX’mas 会
に参加させていただき、ハンドベルの演
奏や中島弘幸さん(元トランプマン 2 号)
の手品、お菓子のすくい取りを楽しみま
した！とてもいい思い出になりました！
ご寄附も頂きありがとうございました。
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子ども達が待ちに待ったクリスマスが今年も
やってきました。桐生モーターボートさんのた
くさんのサンタさんと、可愛いシロクマサンタ
さんに子ども達も大興奮！頭をなでなで…『お
菓子をありがとう！』

今年のわたらせクリスマスは、サンタさん
が弾き語りで子ども達とお歌を歌ってくれま
した。「じんぐるべ～るじんぐるべ～る♪」
各々欲しかったプレゼントを貰えてご満悦♪
すぐに出して元気よく遊びます。

今年も栃木県小山から森さんご夫婦がクリ
マスケーキとキャンディーを、伊勢崎から手
島さんがお菓子の詰め合わせを、桐生の岩野
さんがチョコバナナを届けて下さいました。
児童作品
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苦情解決関係者会議
12 月 15 日、平成 28 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、新井（美）、新
井（元）が出席しました。平成 28 年 7 月か
ら平成 28 年 11 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。
前回より課題として挙がっていた薬の事故
への新しい取り組みを発表させていただきま
した。今回いただいたご助言を全職員と共有
し、よりよい施設づくりに努めていきます。
新井元気
清掃ボランティア
東京電力労働組合群馬地区本部様

普段手の届か
ない園舎内外や
高い所をきれい
にしていただき
ました。ありがと
うございました。
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予防接種
毎年恒例のインフルエンザの予防接種は、寺
田内科小児科医院さんのご協力のもと、今年も
無事行われました。集団生活のわたらせ養護園
では、予防接種は欠かせません。約４日間で全
児童 40 名と職員 28 名の予防接種を２回ずつ。
注射が苦手な子も、注射後の玩具を楽しみに頑
張ることができ、終わった後はみんな玩具で元
気に遊んでいました。

しゃぼんだまふわり
「冬休み」
保育士 大橋 花霞
今年も寒い冬がやってきました。わた
らせ養護園も冷房から暖房に変わり、薄
着から厚着へと移り変わってきました。
季節の変わり目と言うのは体調を崩しや
すいと言いますが、わたらせ養護園も例
外ではなく、熱が出たり風邪を引いたり
する子が一人二人と出てきました。そん
な中でも元気が有り余るほどの子も多い
のがわたらせ養護園です。熱が出ていた
子も、すぐによくなりみんな元気に過ご
しています。
園内で過ごす時は、ＤＶＤ鑑賞をした
り、絵を描いたり、折り紙でロボットを
作ったりしています。描いた絵や折り紙
で作ったものは、職員に自慢げに紹介し
てくれます。「今日は○○を作ったんだ
よー！」「今ね、□□さん描いてるの！」
と満面の笑み。文字が書ける子は、お手
紙を書いたりして職員とお手紙交換など
もしました。お返事を貰った子どもたち
はとても嬉しそうに「ありがとう！」と
言ってくれました。
今年度も残すところあとわずかです。
年度が変わると子どもたちは１つずつ大
きくなっていきます。そんな子どもたち
の成長を見ながら働けること、とても嬉
しく思います。これからも学校生活、園
生活を元気に楽しく過ごしてもらいたい
です。
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＜出張・研修＞
9月
６福祉パレード（中島・太田・木村）
７桐生市地域自立支援協議会定例会（太田）
８平成 28 年度足利短期大学施設実習協議会
（太田）
18-19「ペアレント・トレーニング」
リーダー養成基礎研修（太田）
30 措置児童の権利擁護・
施設内虐待根絶のための研修（太田）
国立のぞみの園福祉セミナー2016（柿沼）
10 月
12 発達障害支援者養成研修（木村）
14 サービス管理責任者等現任研修（太田）
18 群馬県知的障害者福祉協会 50 年史打合せ会議
（中島）
給食部会（岩下）
19 事務部会（尾池・久保田）
31-1 日本知的障害者福祉協会種別代表者会議
（中島）
11 月
４研究発表会（宮崎）
11 こども部会（太田）
15 サービス管理責任者研修（太田）
年末調整説明会（久保田・松尾）
24-25 児童発達支援管理責任者研修（新井美）
25 障害児相談担当者連絡会（中島・太田）
30 児童生活部会（中島・新井美）
12 月
9 こども部会（太田）
＜ボランティア＞
個人（敬称略・順不同）
読み聞かせ/齊藤知子（9/25、10/30、11/27）
保育/江原明日巳（足利短期大学９/23）
保育/永野杏奈（東京福祉大学 10/8・2311/3・23）
団体（敬称略・順不同）
縫製/八の会 5 名（9/27、10/25
11/22、12/20）
清掃/東京電力労働組合群馬地区本部(12/18)
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協議会
ガールスカウト群馬第 13 団
森村比奈（新島学園短期大学）

平成２9 年 1 月 1 日

ありがとうございます
(平成 28 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)
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) 横田斌 (富岡市)
スズラン労働組合、小野里うめ子
東京電力労働組合群馬地区本部 (前橋市)
松﨑靖、岡部ヨシエ
大間々ライオンズクラブ (みどり市)
金子きみ子、新里地域ボランティア連絡協議会
小原益子、樹徳高等学校、野口秀樹（桐生市）
ご寄贈（敬称略、順不同）
株式会社坂倉建築研究所 (東京都)
橋本宏江、山田千賀 (埼玉県)
高橋裕子、森喜美男 (栃木県)
群馬県蒟蒻協同組合 (高崎市)
都丸智恵 (渋川市) 小幡香織、手島達矢 (伊勢崎市)
財団法人日本モーターボート競走会桐生支部
大間々ライオンズクラブ、岡部ヨシエ (みどり市)
諏訪歯科医院、桐生市桜木婦人会、桐生市、沢田保
福田千枝子、鴨田正男、樋口利一、有家久美
大塚淑子、三澤章子、寺田道子、岩野房江 (桐生市)

編集記
寒い冬がとうとうやってきました。年末に
園内で嘔吐と下痢が流行り職員は看病に大
忙し・・・。クリスマス会には間に合わず今
回はサンタさんからクリスマスプレゼント
をもらうだけになりました。まだ寒さは続き
ますが子ども達には風邪なんて吹き飛ばす
勢いで元気よく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します。
また次号は５０周年記念事業報告で
6 月 1 日発行予定になります。

＜一時保護委託＞
６月 １名
１０月 １名
＜実習＞（敬称略・順不同）
柏原彩加（明和学園短期大学 9/19～10/2）
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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 11 月に、創立 50 周年を迎える事が出来ました。50
年継続できましたのも、ひとえに皆さまからの大きなご支援をいただいたからこそです。心より感謝申
し上げます。そして、会員の皆さまより、お便り、お電話とたくさんのお祝いメッセージをいただきま
したので、ご紹介させていただきます。ありがとうございました。これからも気持ちを引き締めて頑張
りたいと思います。（わたらせ養護園後援会 事務局）

平成２８年度わたらせ養護園後援会中間報告
会員状況 (平成 28 年 12 月現在)
会員
33 件
特別会員
226 件
個人会員
計
259 件

（内、新規会員 9 件、復活会員２４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

