岡崎平和学園
後援会協賛
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スタート
園長 上川 清玄
四月三日、出勤し園長室のブラインドを上げると、窓一杯サピンク色の鮮やかな景色が飛び込んできました。三日見ぬ間の桜か
なとはよく言ったもので、この日合わせて天の神様が一気に描き上げたかのような、学園自慢の光景でした。その下で先生方と多
くの子ども達がグランド整備の最中です。
今日は、地域と結ぶ学園恒例の「お花見・わくわくサッカー大会」の日なのです。朝の天気予報では、午前中から雨模様で前線
の通過時は突風が吹くとのことでした。が、今にも一雨きそうな空模様ですが、楽しみの一つでもあるお団子は早目に焼く準備を
して開始することとしました。
開始時刻の午前九時には、白鳥子供会を始めとして地域のこども達やお母さん方も大勢集まって頂き、元気良い掛け声と共に大
会の幕開けができました。天の神様のお計らいによりなんとか大雨になる前に終了でき、参加した子ども達から「楽しかったよ」
の声も聞くことができました。
この行事と平行して、午前中には、長年ご支援頂いている「岡崎さくらライオンズ」のクラブ発足例会も会議室で開かれ、職員
の思いも聞いていただく事もでき、また、午後には、後援会総会も開催され、地域に開かれた施設としての学園の本年度のスター
トが切れたことに感謝した一日でした。

後援会・サッカー・お花見
後援会の方々には日頃から様々な
ご支援を頂き、ありがとうございます。
今年も桜のもと元気にサッカーをし、
おいしいおだんごを食べました。
地域の方々の多数の参加も
あり大変盛り上がりました。
今後も地域に根付いた平和学
園を目指していきたいと思いま
す。

幼稚園入園式、小・中・高入学式
今年度は幼稚園１１名、小学校４名
中学校３名、高校５名が進学しました。
期待と不安が入り混じりながらの入学
式で顔がこわばっている子もいましたが、
これから頑張っていきます。
小学生になったら、勉強を
がんばる。 Ｈくん

岡崎こどもまつり
４月２９日に乙川河川敷殿橋下流にて
行われた、岡崎こどもまつり
に参加してきました。
マシュマロサンドを食べたり
アスレッチックに挑戦したよ。
高校では、
室長をやり責任感のある信
頼される人を目指す。 Ｔくん

ともだちをいっぱいつくる。
幼稚園児Ｍくん
はじめまして、こんにちは。4 月より平和
学園で保育士として勤務させていただくこ
とになりました伊藤千絵です。
「先生は怒ると怖いけど・・・一緒に居
ると楽しい！！安心できる。
」と子どもたち
が感じられるようなスーパー保育士を目指
し、子どもたちと楽しく、時に厳しく生活
していきたいと思います。
至らない点ばかりで何かとご迷惑をお
かけしますが仕事を早く覚え、先輩職員さ
ん方を見て、たくさん吸収していきたいと
思っていますので、何卒よろしくお願いい
たします。
職員
伊藤千絵

４月から新しく職員２名と心理士 1 名が
平和学園に来てくれました。

初めまして。４月から岡崎平和学
園、男子棟の職員として働かせて頂く
ことになりました、大野友梨です。
まだまだ分からない事がたくさん
ありますが、子どもたちの成長ととも
に自分自身も成長していきたいと思
います。
１人でも多くの子を笑顔に出来る
ように頑張ります！！
これからよろしくお願いします。

はじめまして。このたび、新年度より
岡崎平和学園にて心理士としてお世話に
なることとなりました。橋丸由香と申し
ます。
まだまだ未熟ではありますが、学園の
一員として精一杯がんばっていきたいと
思います。どうぞよろしくお願いいたし
ます。

心理士 橋丸由香
職員 大野友梨

トヨタ自動車 ＳＸ会上郷支部 花檀整備・交流
トヨタ自動車ＳＸ会上郷支部の方々は、花壇の整備にきてくれました。雨が
降っていましたが、子どもたちは楽しそうにやっていました。その後の交流で
も、絵本を読んでもらったり、紙ヒコーキをつくってもらっていました。

ユニオンカーニバル デンソー労働組合招待（４/22）
おいしいＢ級グルメを片手に、スタンプラリーを楽しむ姿が
見られました。
「来年も行きたい。
」と満足した顔をしていました。

春休みふれあいボランティア

将来の夢は、自動車関係の仕
事をすることです。Ａくん

デンソー企業、そのご家族、ご友人の方々が子どもたちとあたたかな
交流をしていただきました。
「こんど、いつくるの？」と子どもたちはうれしそうに言っていました。

たくさん、遊んでくれて
ありがとう。 Ｙちゃん

上記以外にもボランティアで継続的に園内の環境整備をしていただいたり、子どもたちと遊んでいただいたり、学習をみていただいたり、
お茶・お花を教えていただいたりしています。ありがとうございます。

日頃より多数の方々のご支援ありがとうございます。従来と特に大きな変化はありませんが、ボランティアについて再周知
させていただきます。

・基本的方針…子どもたちが「健やかに」育っていけるように、地域の方々のあたたかな「志」を
・時間…9：00～19：00（＊従来と変更しました。）
＊この時間内であれば、ご都合のよい時間帯でお願いします。
＊子どもの状況、ボランティアの内容（学習など）により、時間帯は変更できます。
＊行事がある場合や感染症（インフルエンザ等）が流行している場合はお断りすることがあります。

・内容

①遊び…子どもたちと遊ぶ、スポーツなど
②環境整備…草刈り、木の剪定など
③学習…子どももたちへ勉強を教える
④趣味活動…絵、お花、ピアノ、空手など
⑤行事のお手伝い…運動会、ドッチボールなど
これらの他にもボランティアの方々の要望に合せて活動をおこなっています。ご相談ください。
連絡先 ボランティア担当 小笠原、服部、近藤、野澤、川瀬

常日頃より様々なお心遣いを本当にありがとうございます
●物品寄贈
村岡様 ＷＩＮ ＧＲＯＵＰ様 （株）ニイミ様
イオンリテール株式会社様 ギャラリエアピタ知立店様
(有)小久井農場様
株式会社 都築 代表取締役 都築博雄様
ＮＴＴ労働組合 岡崎分会様
磯谷様
宇都宮様
匿名様
●寄付
岡崎友の会様
デンソー養技会 有志一同様
匿名様
４月下旬まで順不同掲載

平成 24 年度の年間事業計画がまとまりましたので、ご活用下さい。
各行事の詳細につきましては別途ご連絡いたします。
平成２４年度 年間事業計画
岡崎平和学園
月
別

日にち

４

園内行事

学校行事

地域子ども会、その他

わくわく親子サッカー＆花見

入学式 入園式 家庭訪問（小）（中）

野球観戦

授業参観・ＰＴＡ総会

4 月 22 日 ユニオンカーニバル

自然教室(中）

4 月 29 日 こどもまつり

修学旅行(中）

児童福祉週間

５

総合体育大会(中） 遠足（小）

5 月 19 日 トヨタ自動車ＳＸ会上郷支部ソフトボール

月

運動会（小） 保育参観（幼）

5 月 25 日 デンソー工業学園清掃活動

月

29 日
３日～６日

５月帰省

（５月２８日）

６

５日

月

１０日
７日

プロ野球観戦

プール開始

6 月 3 日 キッチンマスター

ドキドキドッチボール大会

父親参観（幼）

6 月上旬 ＪＤＲトヨタ 岡崎市ホタル学校

七夕祭り

終業式 保護者会

7 月 1 日 デンソーハートフルまつり

夏休み 市長杯（中）

子ども会球技大会

７

１４日

サッカー観戦

月

２９日

野球観戦

下旬

児童健康診断

星見会（幼）

職員健康診断

上旬

キャンプ(１泊２日）

全校出校日

球技大会

夏休み帰省

職場体験学習(中）

（ソフト 8 月 20 日）(予備日8 月2１日、27 日）

8

１１日～１９日

月

２６日

（ソフト・フットベースボール）

野球観戦

(卓球 8 月22 日）
高校生交流会（8 月 27 日～29 日）
中日キャンプ村

9
月

８日

総合防災訓練

始業式

野球観戦

山の学習（小）

体育祭（中）

学区体育祭
福祉まつり

運動会（幼）

10

上旬

平和学園運動会(１０月２７日)

月
上旬
11

児童健康診断
遠足

月

学芸会（小）

大西町祭礼

岡崎っ子展

子ども会ドッチボール大会

修学旅行（小）文化祭（中）

第３４回音楽の集い （一宮市）（１１月２５日）

給食参観（幼）
マラソン大会（小）
就学児健康診断（小）

司厨士協会慰問
餅つき

終業式

２４日

クリスマス会

冬休み

下旬

子ども村冬合宿

生活発表会（幼）

帰省週間

始業式

12
月
１

12 月29 日～

月

1 月6日

フットサル大会

保護者会

私立高校推薦入試

白山スキー村
(１月１１日～１３日）

買い物ごっこと郷土に親しむ（幼）

３日

節分（豆まき）

自由参観日(小）

２

入学説明会(中）

月

公立高校推薦入試

マラソン大会（２月３日）
(予備日２月１０日）
岡崎市子ども大会

スキー研修（中）

卒業生を送る会

卒業式 卒園式 修了式

３

卒業を祝う会(小）

月

公立高校入試

子ども会総会（３月３日）

春休み

保護者のみなさまへおしらせ
24 年度も無事にスタートすることができました。今後も、保護者のみなさまと協力しながら、子どもたちの成長を支
えていきたいと考えています。以下の三点を配布または郵送させていただいています。
①お知らせ（部屋名、担当者名、行事の参加について、家庭支援専門相談員について等）
②施設に関するアンケート（お子さんについて、職員の対応、面会・外泊、要望について等）
＊無記名です。返信用の封筒も入れてありますので、回答は郵送でも構いません。
③事業計画（理念、基本方針、養護の目標、各棟のテーマ、年間事業計画等）

