第１５６号

とんがりやね（１）

とんがりやね
発行：社会福祉法人桐の実会

平成２５年９月１日
２０１３．９．１．
第１５６号
www.sunfield.ne.jp/~watarase
わたらせ養護園

〒376－0131 群馬県桐生市新里町奥沢 59－1 TEL 0277-74-0343 FAX

0277-74-0722
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「職員が大切にしたいこと」
施設長 中島 恒夫
今年は残暑が厳しい日が続き、「暑さ日本
一の町」が何度も更新され、寝苦しい夜がつ
づきました。当園では、新館デッキに設置さ
れた蛇口を使い、水遊びやプール遊びで子ど
も達は大喜びでした。多少水道料金は掛かっ
たかもしれませんが、大いに楽しむことがで
きました。さて、この暑さ、皆様のところは
どうだったでしょうか。
平成 25 年 3 月に新館が完成し、5 月の
「とんがりやね」機関誌でご報告させていた
だきました。実際の利用は、安全面を考慮し
ながら、男子十数名が使い始めています。子
供たちの感想は、
「広くて、気持ちいい」。新
築はやはりいい匂いがするもので、子どもだ
けでなく大人も、気持ちの良いものです。窮
屈な空間が少し解決したでしょうか。
園内でいくつかの試みを始めてみました。
「指導や療育をする施設」が先行すると、子
ども達との関係づくりが大切になってきま
す。職員が一生懸命やろうとする前に、次の
ことを心がけました。

「職員が大切にしたいこと」
① 子どもに・来客者に・職員に 笑顔 で
接しよう。
② 子どもや職員間で良いところは、どんど
ん褒めていこう。
③ 子どもに対して、大声ではなく近く行っ
て伝えよう。
これを朝礼の時に職員一同で声に出して
唱えています。
「できていないからする」
「で
きていてももう一度」いろいろあるでしょう
が、もう一度足元を見つめることになりまし
た。どこの施設にもマニュアルがありますが、
どう生かしているでしょうか。毎年入れ替わ
る職員が、子どもに対してどう向かい合って
いくのか。シンプルながらの試みが始まって
います。

事務所扉に掲示
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５月 5 日（日）こどもの日

８月 1８日（日）親子納涼祭

５月３０日（木）幼児部バスハイク

８月２７日（火）防災訓練

７月７日（日）七夕
今年は５日（金）に幼児部だけで、笹に飾り付
けをしました。短冊に「お父さん、お母さんに会
いたい」とお願いごとをしました。

保護者会を終えて
お忙しい中、たくさんの方にご参加頂きあ
りがとうございました。前会長の時から参加
していましたが、こんなに多くの参加者を見
たことがありませんでした。
（以前は４、５
組の参加者が見えれば多い方でした。
）初開
催という事もあってか楽しくと言うまでは
いかなかったですが、次回の開催は楽しく出
来ればと思います。より多くの参加をお待ち
しています。

父母の会会長

太田敏弘

平成２５年度第１回
苦情解決関係者会議
７月１８日（木）第三者委員会の樋口様、小原様、
椎名様、苦情解決責任者の中島、受付担当者の太
田、都丸、鈴木、久松、木村が参加しました。今
回、苦情の受け付けは、０件でした。その他、事
故報告について確認しました。

編集後記
長い夏休みが終わり、学校が
始まりました。休み中は、のん
びり過ごしていたので、学校の
生活に慣れるまでしばらく時
間がかかりそうです。
児童作品
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群馬県共同募金配分事業完了報告
この度、平成 24 年度群馬県共同募金配分事業により、防災倉庫の購入をさせていた
だきました。非常災害用として、子どもたちの食料品、飲料水、防災備品等を安全に長
期保存できる場所が確保できました。群馬県共同募金会様をはじめ、群馬県民の皆様の
あたたかいご協力に感謝申し上げます。

１、事業名
２、事業総額
３、助成金額

防災倉庫の購入
1,585,500 円
1,189,000 円
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ありがとうございます
（25 年 5 月 1 日～25 年 8 月 31 日現在）

ご寄付（敬称略、順不同）
七重会 (東京都) さかえ鮨 (吾妻郡) 松崎靖 (みどり市) 吉田コウ子、 鈴木キヨ子
わたらせ養護園後援会（桐生市）

ご寄贈（敬称略、順不同）
三基商事株式会社（神奈川県）七重会、松井初音、野上憲子 (東京都) 髙橋亜沙美 (栃木県)
小林洋介、ローソン前橋総社町店 (前橋市) 角田悦子 (太田市) 鈴木竹二 (伊勢崎市)
山口小百合、橋本すみ江、青木初江、柏井淑江 (みどり市) 桐生准看護学校、鴨田正男
寺田道子、東京電力常庸職員労働組合、沢井英子、桐生ライオンズクラブ、樋口利一（桐生市)

三基商事株式会社（ﾐｷﾌﾟﾙｰﾝ）様より、
絵本・図鑑をいただきました。
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余暇活動グループの様子
園芸

余暇活動の一環として中庭を利用し、花や野菜を
育てています。色んな花とトマトをプランターに
植えました。児童達は、それぞれのできる作業を
一生懸命にやりました。毎日張り切って水やりを
してくれる児童もいます。やっと実ったトマトは
採ってすぐに食べました。採れたては「おいしい」
と好評です。

和太鼓

園内行事や外部での発表に備えて練習に励んで
います。上手くいかない時もあるけれど日々成長
が見られます。

感覚訓練
月に 1 回、学童部の子どもが、モンテッソーリ
教具を使って手先を使う練習をしている。メンバ
ーは、食事面で箸やスプーンの練習をしている子
どもが主である。教具は、色、形、材質などが美
しく作られており、子どもは、楽しんで活動して
いる。

音楽

月に 1 回、歌を歌うのが好きな児童を募って活
動しています。主に合唱をメインで行っていま
す。子ども達が好きな歌や手遊び、リトミックな
ども行っています。納涼祭などの行事で発表もし
ています。皆緊張して声が小さくなってしまいま
すが、一生懸命練習しました。

スヌーズレン

今年度から開始したスヌーズレン活動です。子ども
たちが自由にリラックスタイムを過ごしています。

第１５６号

とんがりやね（５）

平成２５年９月１日

＜出張・研修＞

しゃぼんだまふわり

５月
１７．初任者研修会（赤坂・今泉）
２２．障害児（者）福祉施設等説明会（太田）
児童養護施設見学（太田）
２３．桐の実会役員会（中島・尾池・久保田・太田）
２４．福祉協議会総会

児童作品
保育士

柳澤瑠美

わたらせ養護園に夏休みがやってきました。長
い休みを毎日園内で過ごすには限界があります。
毎日朝食を食べ終える頃になると、職員がホワイ
トボードに一日の予定を書きだします。なるべく
子どもたちが均等に外出に行けるように．．．。公
園、ドライブ、水遊び．
．
．
。予定を立て始めると
我先にと子どもたちが職員を囲みます。
「公園に行きたい！」
「昨日行けなかったから僕
だよ！」「いや！俺だよ！」と更に職員を悩ませ
ます。どうしても“全員でお出かけ”というわけ
にはいかないので、子どもたちで決めてもらう事
になると大抵ジャンケンです。勝って拳をあげる
子、負けて泣きだす子。後者を見ていると仕方な
いとは言え、罪悪感にかられます。どうしても我
慢をしなければならない事を日に日に学んでい
く子どもたち。それも学習の一つです。
さて、外出だ！とはなったものの、行き先は予
定を立てる職員ではなく子どもたちを連れて行
く職員が決めます。
「どこに行こうか」と問いか
けると、「親水公園！」
「大室公園！」
「スマーク
に行きたい」．
．
．と行き先も様々。公園で思い切
り体を動かしたい子もいれば、涼しい店内でおい
しいおやつを食べたい子もいます。結局行き先は
多数決。人数の多い場所が優先されます。喜ぶ子
がいればがっかりする子もいて、またここで仕方
がないという気持ちにさせられます。しかし、が
っかりしていた子もいざ外出先に着くと、全力で
楽しんでくれます。そんな子どもたちの姿見ると
連れて来てよかったなと「ホッ」とします。
夏風邪が流行り、地域の祭りには行くことがで
きませんでした。元気な子は「お祭り行きたいな」
と残念そうに話していました。職員が「園で納涼
祭あるよ」と励ますと、
「園のお祭りとは違うじ
ゃん」と的確な所をつつかれます。子どもたちは
どんな遊びが楽しいのかよく知っています。職員
がそれをよくわかってあげてこれからの休日も
楽しめる予定を立てていけたらと思います。

６月
４～５．全国施設長会議（中島）
２４．福祉パレード打ち合わせ（太田）
情緒短期治療施設見学 （太田）
２８．学校施設懇談会（中島・鈴木・今泉）
７月
１０．児童部会（横山・太田）
言語支援研修（太田・栁澤・赤坂）
１１～１２．関東地区知的障害福祉関係職員
研修大会（久松・木村ゆ）
２３．給食部会（小池）
３０．福祉パレード会議（中島・太田）
８月
６．民間社会福祉施設等職員共済制度実務研修会
（久保田）
８～９．群馬県知的障害者福祉協会夏季特別研修会
（中島・太田・柿沼）
２４．群馬県手をつなぐ育成会大会
（中島・久保田）
２９～３０．防火管理者講習（新井）

＜ボランティア＞
斉藤知子（絵本の読み聞かせ）
八の会 （裁縫）
太田諄兵（高校生ボランティアスクール）
＜日中一時預かり＞
５月
６月
７月
５件
６件
５件
＜短期入所＞
５月
６月
１件

２件

＜実習＞
５/８～９
５/２０～３１
７/１４～２６
７/３０～８/９
８/１２～２３

８月
６件

７月

８月

１件

１件

桐生准看護学校
大泉保育福祉専門学校
坂垣裕太 三俣研智
東京福祉短期大学 木村美奈
足利短期大学
柿田圭介 千明尚弘
育英短期大学
斎藤美里 津布久芽衣
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わたらせ養護園後援会だより
残暑お見舞い申し上げます。皆様いかがお過ごしですか。体調を崩されていませんか。長かった夏休
みも終わり、子供達も元気に 2 学期がスタートしました。
前回の「とんがりやね」に今年度の会費納入のお願いをさせていただきました。現在、約 248 名の方
からの会費が届いております。皆様のあたたかいご支援本当にありがとうございます。また、振替用紙
の通信欄を通しまして皆様の近況やら私ども職員への励ましのお便りをたくさんいただきました。
ご紹介させていただきます。
☆ 新園舎の完成お目出とうございます。(桐生市)
☆ 新園舎完成おめでとうございます。皆様のご活躍に心より感謝申し上げます。ますますのご発展をお祈り
申し上げます。
（高崎市)
☆ 園長様元気ですか。出来る限り送ります。息子がなくなって、もう 17 年たちました。その節は、御世話
になりました。(前橋市)
☆ 緑の林に包まれた立派な居住棟新館の完成を拝見し、関係各位のたゆまぬご努力の賜と、心よりお祝い申
し上げます。入所児の幸せのため、これからもよろしくお願い申し上げますと共に誠に微力ながら、協力
させていただきます。(桐生市)
☆ いつもお世話様です。今年もよろしくおねがいします。(東京都)
☆ わたらせ養護園のますますのご発展をお祈り致します。(福岡県)
☆ 新園舎おめでとうございます。(伊勢崎市)
☆ 「とんがりやね」いつもたのしく読ませていただいております。新館特集で園舎の様子がわかり、とても
うれしいです。子供達の喜んでいる姿が目にうかびます。（新潟県）
☆ 前略これまで後援会員であった妻が本年 2 月 8 日に他界しました。貴会のますますのご発展を祈念申し
上げます。(桐生市)
☆ 新館完成おめでとうございます。子どもたちの元気な声がきこえて来るようです。どうぞ、皆様、お元気
でお過し下さいませ。(太田市)
☆ すてきな新館が完成して本当によかったですね。(太田市)
☆ 新園舎完成おめでとうございます。みなさんのびのびと生活しておられることでしょう。(高崎市)
☆ 清水俊衣さんの旧友です。よろしくお伝え下さい。(新潟県)
☆ 新園舎の完成おめでとうございます。ますますの発展を祈っております。(東京都)
☆ 新館完成、おめでとうございます。いきいきした児童作品から、喜びが伝わってきます。こちらも元気を
いただいています。ありがとうございます。(東京都)
☆ 新館落成おめでとうございます。施設の風景も悠々としていてすばらしいですね。今後とも施設長様を始
め職員の方々、園児達の健康をお祈り致します。(みどり市)
☆ 新館落成おめでとうございます。家族が増えました、ほんの気持だけですが増額させていただきます。
(桐生市)
☆ 新館完成おめでとうございます。
「とんがりやね」いつも楽しく拝読させていただいています。(高崎市)
☆ 職員の皆様、どうぞお体ご自愛下さい。(富岡市)
☆ 新館落成おめでとうございます。新しい木の香り、わたらせ(職員・先生方)の人のぬくもりが伝わって来
ます。
「とんがりやね」楽しみに拝見しております。ありがとうございます。(栃木県)
☆ お便りを頂きました時はとても忙しい時期で直ぐに開封しませんでした。遅くなりまして申し訳ございま
せん。子ども達皆様方のご健康とご多幸をお祈り致します。(宮崎県)
☆ 後援会役員の所で清水先生のお名前を見てうれしかったです。(埼玉県)

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口１０，０００円 個人会費１口１，０００円
(できましたら 2 口以上お願いします。)

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 TEL0277-74-0343

