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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。
昨年は、夏も秋もはっきりしないまま冬になって
しまったように感じます。それでも寒さはいつもの
ようにやってきています。わたらせの森の枯葉はき
れいに吹き飛ばされ、しっかりと冬支度をしまし
た。
毎月行われている虐待防止委員会の中で、「○○
さんの素敵な支援」という課題が職員に出されまし
た。決められた職員同士が、子どもにしている良い
支援を書き、お互い相手に読み上げて渡す。向き合
って良いところを真剣に褒め合う姿を見ていると、
わたらせの職員がとても素敵に見えてきました。職
員の感想では、「褒められて自信になった」「そん
なところを見て褒めてくれたのか」など思わぬ発見
があったようです。

現在、ペアレントトレーニングを子どもたちの
支援に取り入れています。施設全体で一貫性のあ
る支援をどうするのか、まだまだ勉強中です。
今回は、ペアレントトレーニングの大人バージ
ョンで、「褒めて接すれば虐待に繋がらない」日々
職員が取り組んでいるところです。
24 年 4 月の児童福祉法改正で、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
なっていましたが、各県とも沢山の加齢児がいま
だ在籍している状況です。そのため、平成 33 年
3 月末まで延長されました。まだまだ先の見えな
い状況が続くようです。
今年も、子ども達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
スポーツ大会

開園記念日

群馬県障害者スポーツ大会に出場しました。
わたらせ養護園からは 100ｍ走と５０ｍ走
に、計５名の児童が参加しました。一生懸命
走り、メダルをもらうことができました。

わたらせ養護園５１歳のお誕生日をむかえ
ました。みんなでクイズをし、夕食にケーキ
を食べてお祝いしました。

十三夜

十五夜

十五夜のお話しを聞いて、みんなで「うさ
ぎ」を歌いました。夜になると、子ども達は
窓から空を見上げ「きれーい！！」と月をみ
ていました。

十三夜のお話しを聞いて、みんなで「つき」
を歌いました。残念ながら月は見えませんで
したが、夕食にでたお団子は、子ども達に大
好評でした。

ふれあい・ゆうあい交流フェスタ

児童６名と和太鼓で参加させていただきました。オープニングとして「わたらせ太鼓」「からっ風」
の２曲を元気いっぱいに演奏しました。練習の成果を十分に発揮することができました。
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総合防災訓練

今年も１年に１回の総合防災訓練を行いました。地域協力員さんに園庭で待機していただき、
子ども達と避難開始です。子ども達は靴下のまま避難をします。

地域協力員さん、消防団、婦人消防団、ヤマト防災さん、消防署の皆さんのご協力のもと、無事に
避難訓練を行うことができました。消防団さんのお話を聞く子ども達の表情は、いつもより真剣です。

避難訓練の後は、消火訓練を地域協力員さんと
職員で行います。本物の消火器と同じ手順で訓練
を行います。

おやつと夕食は、非常食を食べました。食器
も非常用でしたが、子ども達は上手に使うこと
ができました。

児童作品
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もちつきまつり

毎年恒例のもちつきまつりが今年も開催さ
れました。子ども達ももちつき体験をして、と
ても良い思い出になったと思います。

太鼓グループの力強い演奏！！この日のた
めに沢山練習し、一生懸命演奏しました。

家族や職員と一緒に、からみ餅、きなこ餅、
あんぴん餅など、好きなお餅を自分で選び、
美味しそうに頬張っていました。

音楽グループの元気いっぱいな歌声！晴天
にも恵まれ、子ども達の表情も輝いていまし
た。家族や参加者の皆さんも一緒に歌って下
さり、温かい雰囲気の中発表ができました。

地域協力員の澤田保さんから大根をいただき
ました。子ども達と力一杯大根を引っ張り、一
生懸命収穫しました。大きな大根を持ち笑顔で
ピース！

沢山収穫させていただいた大根や白菜は、
もちつきまつりの材料として使わせていただ
きました。有難うございました。
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クリスマス

子どもたちが待ちにま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か
ら、大勢のサンタと白クマサンタがかけつけて
くれました。お菓子を頂き、皆でピース！

大きく口を
開けケーキ
をパクリ！

クリスマス会では、各部屋ごとにクリスマス
ツリーの制作を行いました。そしてサンタの帽
子をかぶり『あわてんぼうのサンタクロース』
の歌を大きな声で歌いました！

クリスマスのスペシャルメニューは、子ども達
が大好きな唐揚げやポテト、ロールサンドなど。
どれも嬉しそうに口いっぱい頬張っていました。

今年も栃木県小山市の森さんご夫婦からクリス
マスケーキとキャンディー、伊勢崎市の手島さん
からお菓子の詰め合わせをいただきました。

チョコバナナ
とっても
おいし～！

桐生の岩野さんからチョコバナナをいただき
ました。

わたらせ養護園にサンタさんがやってきまし
た！子ども達は欲しかったプレゼントを貰うこ
とができてご満悦。すぐに袋を開け、貰ったプ
レゼントで元気に遊びました。
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ボランティア
しゃぼんだまふわり
保育士

１２月１６日(土)の午前中に、東京電力労働
組合群馬地区本部さんより、１８名の方が清掃
のボランティアに来てくださいました。
窓を綺麗にしていただいたり、屋根の上の掃
除をして下さいました。普段できない所の掃除
をしていただき、とても綺麗になりました。

１２月１６日(土)１４時から５０分間、当園
にてメヌエットさんによる音楽コンサートが
開催されました。メヌエットさんは、３名の女
性によるユニットで、各種イベントや高齢者施
設等で演奏会をされています。当日は、ピアノ、
フルート、マンドラのハーモニーで素敵な音が
鳴り響きました。曲は、子ども達が好きなアニ
メの主題歌や童謡などを演奏していただきま
した。アンコールもあり、楽しい時間を過ごす
ことができました。

児童作品

「わたらせの音楽」
園田 朱花（旧姓宮田）

わたらせ養護園では余暇活動の取り組
みとして和太鼓グループと音楽グループ
があります。今回は音楽グループについ
て紹介したいと思います。
音楽グループは歌や音楽が好きな子ど
も達が集まって、月に２回ほど活動して
います。子ども達の好きな歌を覚えて歌
ったり、音楽を聴いて楽しんだり、リズ
ムゲームなどをして音楽に親しんでいま
す。中でも子どもたちに人気なのが椅子
取りゲームです。職員がピアノを弾いて、
その曲に合わせて椅子の周りを回りま
す。よく音楽を聴いていないと、曲が止
まった時素早く座る事が出来ません。椅
子取りゲームをしている子どもたちの顔
は真剣そのものです。座れなくて悔しが
る子、最後まで勝ち残り喜ぶ子、反応も
それぞれで、見ている大人も楽しい気持
ちになります。
園の行事の際は、曲を覚えて歌を歌っ
たり、楽器を使って合奏の発表をしてい
ます。楽器を演奏できる職員も参加し、
みんなで作りあげるステージは毎回温か
い雰囲気に包まれています。これからは、
曲のレパートリーを増やしていき、活動
の幅を広げていけたらと思います。
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9月
5 第４５回福祉パレード東毛ブロック
桐生･みどり地区(中島､太田､新井)
5 桐生市地域自立支援協議会第 5 回定例会(太田)
8 桐生市地域自立支援協議会第５回子ども部会(太田)
14 足利短期大学施設実習協議会(太田)
25 高校生ボランティアスクール
施設向け事後研修会(太田)
26 桐生市地域自立支援協議会
サービス管理者等連絡会(太田)
10 月
2
群馬県災害福祉支援ネットワーク
「相互応援教会」に基づく避難訓練
(図上訓練)説明会(新井)
4･11 発達障害支援者養成研修会(柿沼)
12
群馬県知的障害者福祉協会事務部会(太田)
13
桐生市地域自立支援協議会
第６回子ども部会(太田)
14
群馬県社会福祉総合研修会(落合)
18
群馬県児童養護施設連絡協議会
第 1 回職員研修会（中島、今泉）
27
社会福祉法人会計基準講習会(久保田)
28-29 モンテッソーリ教育実践研修「感覚教育」
(太田)
11 月
6 第 2 回保健部会(牛丸)
9 障害児相談担当者連絡会(中島､太田)
10 桐生市地域自立支援協議会
第 7 回子ども部会(太田)
14 社会福祉法人会計基準講習会(松尾)
17 年末調整説明会(久保田､松尾､山岸)
20 群馬県社会福祉大会(太田)
22 第 2 回しろがね学園療育研修会(音楽療法)(大橋)
30 支援スタッフ部会(太田)
12 月
５ 桐生市地域自立支援協議会第 8 回定例会(太田)
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ボランティア
個人
絵本読み聞かせ
齊藤知子さん(10/22.11/25.12/24)
演奏会
メヌエットさん(１２/16)
保育
石原千裕さん(11/12・19・26)
団体
縫製
八の会さん(9/26.10/31.11/28.12/19)
もちつきまつり(12/10)
大間々ライオンズクラブさん
新里地域ボランティア連絡協議会さん
コスモスさん．父母の会さん
ガールスカウト群馬１３団さん
石原千裕さん．篠塚直哉さん
清掃
東京電力労働組合群馬地区本部さん
(12/16)
第 2 回保護者会 12 月 10 日
当園にて保護者会が開催され、16 名の参加
がありました。内容は、もちつきまつりに参
加した感想や近況報告等を行いました。保護
者同士が、普段抱いている子育ての困りごと
や成功体験を情報交換でき、有意義な交流会
になりました。
太田 徹
第 2 回苦情解決関係者会議

12 月 14 日

第三者委員の樋口様、椎名様、当園からは
苦情解決責任者の中島、苦情受付担当者の太
田、新井、児童指導員の長谷川が出席しまし
た。平成 29 年 7 月～12 月まで苦情受付が
なかったこと、また、事故報告とヒヤリハッ
ト報告も行いました。
会議終了後、第三者委員の方に子どもたち
に面会していただきました。
太田 徹

編集後記

桐生市の桑原さんから、
お菓子の詰め合わせと折
鶴の作品を頂きました。
折鶴を見た子ども達は
「すご～い！！」と目を
輝かせていました。

毎年この時期に流行していたお腹の風邪に、
今年は誰も負けませんでした。ほとんどの児
童が、元気にクリスマスとお正月を迎えるこ
とができました。
これから寒さの本番に突入しますが、この
調子で春まで過ごしていきたいです。
本年も、どうぞ宜しくお願いします。
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わたらせ養護園後援会だより
新しい年を迎え、皆様のご健康と御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。今年度の中間報告と、お便りをご紹介させていただきます。
（後援会事務局）
平成２９年度わたらせ養護園後援会中間報告
会員状況 (平成 29 年 12 月現在)
会員
特別会員
32 件
個人会員
155 件
計
187 件
（内、新規会員 2 件、復活会員 26 件）
５０周年おめでとうございます。良い環境の中
で明るく元気に過ごされている園児達に幸あれ
と祈っています。（桐生市）
５０周年おめでとうございます。又記念誌送付
ありがとうございました。（みどり市）

５０周年おめでとうございます。りっぱな
記念誌に感激いたしました。（東京都）

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
（できましたら 2 口以上お願いいたします）
個人会費１年１口 1,000 円
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
（2９年 9 月 1 日～29 年 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（高崎市）横田斌（富岡市）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）松﨑靖、株式会社あすからいふ倶楽部（みどり市）
新里地域ボランティア連絡協議会、小原益子（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）森喜美男（栃木県）
群馬県蒟蒻協同組合、株式会社原田ガトーフェスタハラダ（高崎市）都丸智恵（渋川市）
小幡香織、手島達矢（伊勢崎市）大間々ライオンズクラブ、財団法人モーターボート競走会桐生支部
有限会社ケイト調剤若菜薬局、若林幸代、齊藤知子（みどり市）
諏訪歯科医院、桐生市桜木婦人会、桐生市、鴨田正男、沢田保、樋口利一、岩野房江、桑原惠美子（桐生市）

