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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。
30 年の関東地方では、木枯らし 1 号が吹かない
まま年末を迎えました。今回の木枯らし 1 号の「発
生せず」は、39 年ぶりの出来事だそうです。同じ
発表を行っている近畿地方では、11 月 22 日に大
阪管区気象台から 23 日遅い発表となりました。こ
の秋は季節の進みが遅く、気温の高い日が多くなり
ました。わたらせの山々の紅葉もいつもより遅れて
色付き出しました。
前日まで暖かい日が続いていましたが、12 月恒
例の「もちつきまつり」当日は晴天にはなりました
がとても寒く、立っているだけでは深々と冷え込む
一日になりました。それでも、つきたての餅がボラ
ンティアの皆様によって、あんぴん餅、きなこ餅、
からみ餅に作られ、それを頬張る子どもたち、嬉

しそうな表情、熱々の御雑煮をフウフウ言って食べ
る様子など、楽しい一時を過ごすことができました。
つきたての餅は最高です。
クリスマスが近づくと子どもたちの間で「サンタ
さん」が話題になります。学校を訪問するサンタさ
んや園に来るサンタさん、その中でもおもちゃのプ
レゼンを持ってくるサンタさんは一番気になるよう
です。クリスマス会当日は、午前中にサンタさんか
らプレゼントが配られ、子どもの名前が呼ばれると
ニコニコ顔でプレゼントを受け取ります。昼食は、
クリスマスメニューの食事とケーキを食べ、楽しい
時間を過ごしました。
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

開園記念日

群馬県障害者スポーツ大会に出場しました。
当園からは児童４名が参加し、暑さに負けず最
後まで一生懸命走り、キラキラ輝くメダルを貰
うことができました。

今年で、当園は５２回目の誕生日を迎えまし
た。皆で開園記念日に因んだクイズで盛り上が
り、夕食にお祝いのケーキをいただきました。

十五夜

十五夜のお話を聞いた後、皆で「つき」を大き
な声で歌い、夕食にうさぎまんじゅうをいただき
ました。夜になると月を指差し、うさぎの真似を
する子ども達の様子が見られました。

十三夜

十三夜のお話を聞いた後、おやつにお団子を
いただきました。子ども達に好評で、嬉しそう
に頬張り、あっという間に完食してしまいまし
た。

ふれあい・ゆうあい交流フェスタ
児童６名、和太鼓で参加しました。「わた
らせ太鼓」と「ゆうあい」の２曲を力いっぱ
い演奏してきました。力強い太鼓の音色は、
沢山練習してきた成果が十分に発揮された
と思います。
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〈児童作品〉

10 月２２日、幼児部の子ども達を連れて華蔵
寺公園遊園地へ出かけて来ました。メリーゴーラ
ウンドにゴーカート、観覧車に急流すべりと、他
にもたくさんの乗り物に乗ることができました。
急流すべりでは｢泣いてしまう子がいるかな？｣
と、少し心配しましたが、泣く子はおらず｢楽し
かった！｣と満面の笑みを見せてくれました。昼
食はレジャーシートを広げみんなで牛丼弁当を
食べました。みんな揃って外で食べるお弁当は一
段と美味しく感じました。

総合防災訓練
〈児童作品〉

１１月１３日、一年に一度の総合防災訓練を
行いました。わたらせ養護園では月に一度避難
訓練を行っていますが、いつもの訓練とは少し
違い、緊張感ある訓練となりました。地域協力
員さん、消防団、消防署、ヤマト防災の皆様の
ご協力のもと、無事に避難訓練を行う事ができ
ました。避難訓練後は消防署の方にご指導いた
だき、消火器訓練を行いました。

ｱ
今年の防災食はカレーライスとフルーツ缶
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〈児童作品〉

12 月９日、太鼓グループの力強い演奏から幕を開
け、毎年恒例のもちつきまつりが開催されました。
子ども達はご家族の方や職員と、からみ餅・きなこ
餅等つきたてのお餅を存分に味わい、自然と笑顔がこ
ぼれていました。また、子ども達は、もちつき体験が
でき、とても良い経験になりました。
今年度は地域の方々や、わたらせ養護園の卒園生な
ど、沢山の方々が参加して下さり、とても賑やかなも
ちつきまつりとなりました。

つきたてホカホカ！

ん～！おいしい！

〈児童作品〉

今年度も地域協力員の澤田保さんから大根をいた
だきに、子ども達を連れて大根掘りに行ってきまし
た。子ども達は普段経験することのできない体験が
できて大喜び。次から次へと大根を抜き、気づけば
その数 100 本以上。
収穫した大根は、もちつきまつりの材料として使
わせていただきました。からみ餅を食べながら「こ
れ、大根掘り行った時の！」とニコニコ笑顔の子ど
も達。貴重な体験ができ、子ども達にとって素敵な
思い出となりました。ありがとうございました。

とっても大きな大根
が抜けました！
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クリスマス
完成した作品
は最後発表し
ました。

子ども達が待ちにまったクリスマスやってき
ました！桐生モーターボートさんからお菓子の
プレゼントをいただき、子ども達は大喜びです。

〈児童作品〉

クリスマスの衣装を
身にまとい、音楽グ
ループの子ども達は
ハンドベルの演奏を
頑張りました。

わたらせ養護園にサンタさんがやってきまし
た。ドキドキ・ワクワクでプレゼントを受け取り、
とても嬉しそうです。すぐに袋を開け、貰ったプ
レゼントで元気に遊びました。
〈児童作品〉

クリスマスの食事は子ども達の好きそう
なものばかり。子ども達はポーズをとり、
記念に一枚「はい！チーズ」素敵な写真が
撮れました。

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。
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第４７回
群馬県知的障害者福祉協会研究発表会
平成３０年１１月６日、群馬県社会福祉総合
センターで第４７回群馬県知的障害者福祉協会
研究発表会が開催され、１３事例の発表があり
２１７名が参加しました。当園は、福祉型障害
児入所施設におけるペアレント・トレーニング
（以下ペアトレと略す）活用の有効性について
発表しました。内容は、ペアトレについて 4 年
間の実践を集約したものです。発表会の最後に
は最優秀賞 1 名、優秀賞３名、奨励賞 9 名の表
彰があり、当園は優秀賞をいただくことができ
ました。最優秀賞と優秀賞の資料は群馬県知的
障害者福祉協会のホームページで閲覧すること
ができます。今回の受賞を励みによい支援を目
指して実践を重ねていきたいです。

平成３１年１月１日

しゃぼんだまふわり
「初めてのハンドベル」
保育士

森村比奈

先日、子どもたちが「見て！息が白くなって
るよ！もう冬だね！」と教えてくれました。新
学年にあがり、嬉しそうに新学期を迎えた子ど
もたちを見送った春が、ついこの間のように感
じます。また、年末年始は沢山の行事があり私
も子どもたちと一緒にワクワクさせてもらって
います。
音楽グル―プの活動では、園内で行うクリス
マス会にむけてハンドベルの練習をしていまし
た。曲名は「キラキラ星」です。初めて触れる
ハンドベルに目を輝かせながら、一生懸命練習
してくれました。
クリスマス会当日は、練習とは違い、見てく
れる人が沢山います。園内の子どもたちや職員
が音楽グループの発表を楽しみにしてくれてい
ました。普段と違う雰囲気の中での演奏は、子
どもたちにとって、とてもドキドキするもので
す。それでも最後まできちんと演奏することが
できました。演奏をしている子どもたちの背中
はとても立派で、いつもより少しだけ大きく見
えました。
まだまだ寒い冬が続くと思いますが、体調を
崩さないよう手洗いうがいをしっかり行い、子
ども達と元気に冬を過ごしたいと思います。

冬休みの様子
散歩にドライブに公園に、、、寒さなどお構
いなしの子どもたちは冬休みを満喫しました。
元旦には初詣に出かけ、神様に手を合わせる子
どもたち。今年一年、健康に過ごせるようお祈
りをしてきました。お昼にはおせち料理をいた
だきました。どの子も、カラフルなおせち料理
に目を輝かせていました。
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＜出張・研修＞
９月
４ 桐生市地域自立支援協議会定例会(太田)
１１ 第４６回福祉パレード(中島、太田)
１４ 桐生市地域自立支援協議会こども部会(新井)
〃
群馬県児童養護施設連絡協議会
平成３０年度第１回職員研修会(太田)
２０ 研修委員会「夏季特別研修会」
第１回打合せ会議(新井)
２１ 国立のぞみの園医療福祉セミナー2018(柿沼)
２５ 群馬県サービス管理責任者等連絡会(新井)
２６ 平成３０年度障害児入所・通所支援事業所等に
係る説明会(太田)
〃
発達障害支援者研修会(宮川)
２７-２８ 群馬県サービス管理責任者等研修(長谷川)
お

１０月
２ 桐生市地域自立支援協議会定例会(太田)
２-３ 平成３０年度強度行動障害支援者養成研修(新井)
３ 発達障害支援者研修会(宮川)
５ 第４６回福祉パレード東毛ブロック
桐生・みどり地区反省会(太田)
１６-１７ 平成３０年度強度行動障害
支援者養成研修(柿沼)
１８-１９ 関東地区知的障害関係施設
種別代表者会議(中島)
２３ 事務部会(太田、松尾、中島)
お

１１月
６ 第４７回群馬県知的障害者
福祉協会研究発表会(太田、落合)
６-７ 平成３０年度強度行動障害支援者養成研修(新井)
７ 平成３０年度障害児相談担当者連絡会(中島、太田)
８ 児童生活部会(中島、新井)
９ 給食部会(岩下)
〃 桐生市地域自立支援協議会こども部会(新井)
１４ 臨時施設長部会(中島)
〃
年末調整説明会(山岸)
１５-１６ 平成３０年度強度行動障害支援者養成研修
(長谷川、柿沼)
１６ 年末調整説明会(久保田、松尾)
１９-２０ 平成３０年度第２回
相談支援従事者初任者研修(柿沼)
２０ 夏季特別研修会会議(中島)
２８ 渡良瀬特別支援学校４０周年式典(中島)
〃
平成３０年度児童虐待に関する講演会(新井)

平成３１年１月１日

＜ボランティア＞
個人
絵本読み聞かせ
齊藤知子さん(10/28.11/25)
団体
縫製
八の会さん
(9/26.10/23.11/27.12/18)
もちつきまつり(12/9)
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
ガールスカウト群馬１３団さん
コスモスさん、天沼未夢さん
平成 30 年度第２回父母の会
平成 30 年 12 月 9 日
当園にて保護者会が開催され、１５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、近況報告を行いました。普
段抱えている困ったことや、成長がみられた
こともお話いただき、有意義な交流になりま
した。
新井 元気
第２回苦情解決関係者会議
平成 30 年 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、苦情解決担当者の太
田、新井、長谷川が出席しました。平成３０
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、第三者委員の方に防災訓練の見
学をしていただきました。 長谷川 綾子
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編集記
今年は、気温が低くなるのが例年よりも
１２月
早く感じましたが、子ども達は負けること
５-７ 平成３０年度リスクマネジャー養成研修会(長谷川) なく、元気いっぱいでクリスマスとお正月
１３ 平成３０年度社会福祉法人役員等講習会(太田)
を迎えることができました。凍えるような
１４ 群馬県サービス管理責任者等研修(柿沼)
寒さはまだ続きそうですが、子ども達には
２６ 桐生市地域自立支援協議会研修会(太田)
元気よく残りの冬休みを過ごしてほしいと
思います。本年もどうぞよろしくお願いし
ます。
お
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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。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３０年度わたらせ養護園後援会中間報告
会員状況（平成３０年１２月現在）
会員
特別会員
３９件
個人会員
１９５件
計
２３４件
（内、新規会員１１件、復活会員５９件）
☆職員の皆様｢とんがりやね｣１７１号を拝読しまし
た。園の様子が伝わってきます。職員の皆さんの陰の
努力が子どもたちの楽しそうな笑顔の写真から伝わっ
てきます。子どもたちを育てる｢つばめの巣｣であり成
長した子どもたちが巣作りに帰ってくる場であり続け
ることをお祈りしています。(みどり市)
☆心ばかりですがお納め下さいませ。(桐生市)

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 a1,000 円
事務局 〒376-0131 桐生市新里町奥沢５９-１-わたらせ養護園内
ｱわたらせ養護園後援会
ｱ TEL 0277-74-0343
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ありがとうございます
（３０年 9 月 1 日～３０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（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（みどり市）新里地域ボランティア連絡協議会、樹徳高等学校、野口秀樹（桐生市）
ご寄贈（敬称略、順不同）
橋本宏江、山田千賀（埼玉県）森喜美男（栃木県）群馬県蒟蒻共同組合（高崎市）
小幡香織、手島達矢、関口恵一、須藤亘、中尾健一（伊勢崎市）
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、新國商店（みどり市）
諏訪歯科医院、桐生市桜木婦人会、桐生市
鴨田拓磨、沢田保、樋口利一、岩野房江（桐生市）

