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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。
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、子ども、職員のインフルエンザ予防接
種が終わりホッとしていると、発熱と嘔吐性の病
気が流行り､完治までに一ヶ月かかりました。前
年末は耳下腺炎が流行し、毎年のように大騒ぎの
年末を過ごしました。それでも、クリスマス会は
ケーキを食べたり、プレゼントをもらったりとゆ
ったり楽しむことができました。また、昨年は台
風の多い年でした。その中でも、園舎は無事でし
たが、台風２６号は太平洋沖を通過したにもかか
わらず、大風の影響で数本の桜が根っこから倒さ
れ、わたらせの林の楢の木は途中から折れたり、
半日停電になるなど大変な出来事がありました。

わたらせ養護園のホームページが 12 月より
新しく開設されました。以前あったホームページ
より少し見やすくなったと思います。わたらせ養
護園を知って上手に利用していただくことで、在
宅で困っているお父さん、お母さん達の子育ての
支援ができればと思います。よく「こんな事をし
てくれる施設があったのですね」と言われること
が多いので、短期入所や有期限、有目的で入所支
援していることを広く知っていただければと思
います。
25 年度より桐生市地域自立支援協議会こど
も部会に参加させていただいています。在宅障害
児を、学校、相談支援所、放課後支援などの立場
からどう支援していくか、「気になる子」につい
て、早い時期から障害を発見し、療育につなげて
いくなどが検討されています。わたらせ養護園の
ような入所施設も短期入所や日中一時支援の利
用により応援できると思います。
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9 月１９日（木）十五夜

平成２６年１月１日

１０月２０日（日）ゆうあいフェスタ

９月２２日（日）スポーツ大会

１１月 1 日（金）開園記念日
わたらせ養護園は４７回目の誕生日を迎えま
した。子どもたちに話をし、おやつにケーキと紅
茶でお祝いをしました。

１０月７日（木）十三夜
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＜平成 2５年度
第 2 回苦情解決関係者会議＞

児童作品

１2 月 1８日、第２回苦情解決関係者会議
が行われました。第三者委員の樋口様、椎名
様、小原様、当園からは苦情解決責任者の中
島、受付担当者の太田、都丸、坂田が出席し
ました。
７月から現在まで、苦情は０件でした。
第三者の方に、おやつの様子を見ていただ
き子どもたちから直接話を聞いて頂きまし
た。元気よく手を挙げ自己紹介をする子、恥
ずかしくて上手く話せない子、握手をする子
いろいろでした。
（坂田）
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１１月１２日（火）総合防災訓練

しゃぼんだまふわり

第一避難場所

「総合防災訓練」
保育士 木村圭介

地域協力員さんと共に第二避難場所に移動

職員の消火訓練

いつもとは違う非常食の夕食

わたらせ養護園では月に一度、防災訓練を行っ
ています。万が一の時に備え、昼間想定と夜間想
定の訓練を行っています。その中で一番大きな防
災訓練があります。地域協力員の方々と消防団、
ヤマト防災さんに来ていただいて行う総合防災
訓練です。
総合防災訓練当日。今回は子ども達が寝静まっ
た夜間、リネン室から出火し、外へ避難するとい
う想定です。「ジリリリリリリリ！」と、けたた
ましいサイレンが園内に響き渡ります。訓練があ
ることを事前に子ども達に伝えているのですが、
サイレンに驚いて泣き出す子、隠れてしまう子、
サイレンにも気付かずに寝ている子など様々で
す。夜間は職員の人数も少ないので、たくさんの
子ども達を誘導して避難をするのは大変です。一
人で避難する事が難しい子には、手を繋ぎ「一緒
に行こうよ！」と声を掛けてくれる子もいるので、
とても心強いです。子ども達に部屋から出てもら
い、全員揃ったら外に避難します。園舎に戻ろう
とする子もいるので目が離せません。外に出ると
地域協力員の方々が合流し、子ども達の手を繋い
で誘導したり、ケガ人役の子を背負って避難して
くれます。避難した場所で子ども達の名前を読み
上げると、みんなここぞとばかりに大きな返事を
してくれます。全員の無事を確認したところで避
難訓練はこれでおしまいですが、子ども達はこの
日だけの防災食を楽しみにしています。缶詰に入
ったおでんを興味津津で見つめ、不思議そうに食
べます。「避難したらこれ食べるんだ！おもしろ
いね！」といつもと違う食事に喜んでいます。
外部の方と一緒に訓練を行うことによって、子
ども達もそうですが、大人達もより刺激を受け、
気を引き締めるという意味でも総合防災訓練は
欠かせないものです。
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地域の方の畑に子ども達が大根を抜きに行
かせていただきました。一生懸命抜いた大根
は、もちつきまつりのからみもちやお雑煮に
使わせていただきました。

もちつきまつりの前に流行った風邪に負
けず、みんなで発表することができました。
外で叩くことに慣れていないけれど、この
日は１番上手に叩くことが出来ました。

たくさんの方の協力により、おいしいおも
ちがたくさんできました。今年はきなこもち
が復活し、子ども達に大人気でした。

大人の人に教えてもらいながら、子ども達
もお餅をつきました。自分達でついたおもち
は特別です。

「最後のもちつきまつり」
風もなく暖かい日にもちつきまつり
を行うことが出来ました。皆楽しんで
いたようで会長最後のイベントだった
のでとてもうれしく思います。参加人
数がちょっと少なかったので次回は、
たくさんの人に集まってもらいたいで
す。次の会長さんには、今以上に盛り
上げてもらいたいです。会長らしい事
が出来なかったので皆さんには申し訳
ないと思います。来年度のもちつきま
つりには遊びに来ます。
父母の会会長 太田敏弘
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平成２６年１年１月

手島サンタ

桐生モーターボート 様

選手の皆さんから、子ども達にたくさんの
お菓子のプレゼントを頂きました。

様

手島サンタさん達から、子ども達にハンド
ベルの演奏や劇の発表、お菓子のプレゼン
トを頂きました。
今年もクリスマス前には、岩野房江様からたく
さんのチョコババナが届き、子ども達は大喜びで
した。
クリスマス当日には、小山市の森喜美男様がク
リスマスケーキを届けて下さいました。

児童作品
わたらせサンタ

私のおもちゃは・・・と早く自分のプレゼ
ントが欲しいと待ちきれない子ども達でし
た。

児童作品
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＜子ども達に冬休み何をしていたか聞いてみました＞

（キョウリュウジャーのバックを買いに行ったのが楽しかったです）小１

（ドライブにいきました。
）中２

（おそとにいきました）小４

中３

バイキンマンを書きました（小５）

アンパンマンを書きました（小５）

アンパンマン、バイキンマン、ドキンチャンを書きました（小４）

にこちゃんを書きました（中２）
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＜出張・研修＞
９月
2 社会福祉法人セミナー（中島）
4～6 全国知的障害福祉関係職員研究大会
（都丸）
5 給食関係者講習会（小池）
10 第４１回福祉パレード（中島・太田・新井）
19 国際福祉機器展見学（太田）
24 自立支援協議会（中島・太田）
30 支援力・指導力向上セミナー（長谷川）
10 月
4 西ロータリークラブ表彰式（坂田）
8 こども部会（中島・太田）
あすなろ祭会議（久松）
福祉パレード反省会（太田）
16 東毛地区福祉パレード反省会（太田）
18 五隣ソフトボール大会
19 支援力・指導力向上セミナー（木村）
30 研究発表会（中島・太田・都丸）
11 月
12 こども部会（中島・太田）
13 福祉パレード引き継ぎ（太田）
14.15 関東地区知的障害者種別代表者会議
（中島）
15 年末調整事務説明会（久保田）
20 児童生活指導部会（新井）
発達研修（小埜）
21 虐待研修（太田）
給食部会（浅田）
22 あすなろ祭打ち合わせ（長谷川）
27 発達研修（小埜）
29 桐の実会 役員会
12 月
10 子ども部会（太田）
危機管理委員会（栁澤）
18 苦情解決関係者会議
（中島・太田・都丸・坂田）
＜短期入所＞
９月
１０月
１件

１１月

１２月

２件

２件

４件

＜日中一時預かり＞
９月

１０月

１１月

１２月

３件

３件

３件

３件

＜一時保護委託＞
１１月 １件
１２月 １件

平成２６年１月１日

＜ボランティア＞（敬称略・順不同）
絵本の読み聞かせ
斉藤知子
裁縫
八の会
もちつきまつり
ボーイスカウト桐生 17 団
ガールスカウト群馬 13 団
ガールスカウト群馬 52 団
新里地域ボランティア連絡協議会
大間々ライオンズクラブ
コスモス
宮川望（足利短期大学）
清掃
東京電力労働組合

普段手が届かない天窓をきれいにして
いただきました。
＜見学・訪問＞（敬称略・順不同）
馬場夏栄、石原里紗、塩原君代、落合しおり
中村義政、たんぽぽ学園父母の会、桜木婦人会
匿名の女性、桐生ボート慰問、森喜美男
岩野房江、手島達也（他３名）

編集記
寒い日々が続きますが、子ども達は元気いっぱ
いです。
「今日は風が強いから中で過ごそうよ…」
と少し気おくれする大人の手をグイグイ引っ張
り外に出て、冷たい風なんてものともせずに駆け
回る姿を見ていると本当に逞しいなぁと感心し
てしまいます。負けていられない！と一緒に走り
回っているうちにほんの少しだけ寒さが和らい
でくる大人に対して、「暑い～」と汗だくになり
ながら上着を脱いでいく子ども達…。寒くない
の？とヒヤヒヤすることもありますが、やっぱり
子どもは風の子ですね。園内で流行った嘔吐性の
風邪が既に懐かしく思えてしまうほど、みんなの
溢れるパワーには驚かされてばかりです。
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わたらせ養護園後援会だより
新しい年を迎え、皆様のご健康とご多幸を心より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。今年度の中間報告をさせていただきます。
平成２５年度わたらせ養護園後援会中間報告
会員状況 (平成 25 年 12 月現在)
会員
特別会員

39 件

個人会員

245 件

計

284 件

（内、新規会員 9 件、復活会員 32 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

ありがとうございます
(平成 25 年 9 月 1 日～12 月 31 日現在）
ご寄付（敬称略、順不同）
岸泰宏 (東京都) 岸厚次 (千葉県) スズラン労働組合、東京電力労働組合群馬総支部 (前橋市)
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) さかえ鮨 (吾妻郡) 松崎靖 (みどり市) 新里地域ボランティア連絡協議会一同
塚越平人、風の会、野口秀樹、小原益子(桐生市)

ご寄贈（敬称略、順不同）
松井初音、七重会 (東京都) 大塚奈美 (神奈川県) 馬場夏栄 (新潟県) 髙橋裕子、森喜美男 (栃木県)
岡村広美、橋本宏江 、山田千賀 (埼玉県) 横田斌 (富岡市) 中村義政、群馬県蒟蒻協同組合 (高崎市)
小林洋介、松村美貴江、手島達矢 (前橋市) 小幡香織 (伊勢崎市) 橋本すみ江、阿久澤悦三郎
ガールスカウト群馬１３団、桐生支部財団法人日本モーターボート競走会、大間々ライオンズクラブ
(みどり市）諏訪歯科医院、桐生市、城田三千代、長命朋子、新井俊、増田芳枝、鴨田正男、寺田道子
小林道雄、力石美の、沢田保、樋口利一、岩野房江、ガールスカウト群馬５２団、桐生市桜木婦人会
(桐生市)

