岡崎平和学園
後援会協賛
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報恩
園長 上川 清玄
今年度が始まって１／６の時間が過ぎ去った。この間にも多くのボランティアの方々が、いろんな形で子ども達に関わっていた
だいている。この方々の思いを、七十一人の子ども達はどう受け止めているのだろうか。そんな想いでいる中で、先頃、次の作品
に出会った。
この五月に発行された『朋３号』に載った、本園児童の作品である。
15 歳になって
中 3 Ｈ．Ｉ
「昔だったら、15 歳で大人なんだよ」
。小さいころに言われたことに追いついた今を思い返してみると自分が今まで本当にたくさんの
人と出会って、支えられてきたことを改めて実感します。
今年僕は、高校受験をします。学校の先生、友達、施設の先生にもいろいろ支えてもらって今日を生きています。
何かのＣＭで言っていましたが、
「短い棒と長い棒支え合ったから人になる」
。確かにそうですが、自分は支えてもらうだけじゃなくて、
支えてもらった幸せに、自分の幸せを上乗せして返すことができたらいいと思います。
今、日本では大地震や水害で大変なことになっています。そんな時だからこそ自分の持っている幸せを足し合うことが、できればきっ
と良くなると思います。
でも、日本がどうこうという偉そうな事を言いましたが、まずは自分がもらった幸せを＋α（プラスアルファ）して返していきたいと
そう思います。

人間、人に施したことは忘れがたく、人から恩を受けたことはなかなか気がつかないものではあるが、棄てたものではない。

ドッチボール大会
6 月 10 日(日)に平和学園グラウンドにてドッチボール大会
が行われました。前日の雨でグラウンドのコンディションが
心配されましたが、当日は真夏のような日差しが照らす快晴
で、みんな汗を一杯掻きながら頑張っていました。幼児はド
ッチボールではなく、ボール遊びや宝探しをしました。
地域子ども会さんから 80 名ほどの参加がありました。これほど
たくさんの方々が参加して頂ける平和学園は「地域の中の平和
学園」になれてきているのではないかとうれしく思いました。
保護者の方々もご参加ありがとうございました。

幼児外出

わんぱく相撲

ゴールデンウィークに豊橋にある
『こども未来館 ココニコ』という
所へ遊びに行きました。かき氷を食
べたり、アスレチックで遊んでい
ました。

5 月 6 日(日)に岡崎中央総合公園にて
第 26 回わんぱく相撲大会が行われました。
みんな力いっぱい相手を押し倒そうと
頑張っていました。

保育参観

小学校 運動会

5 月 17 日(木)に幼稚園で保育参観が
行われました。年少の子にとっては初めて
の参観で多くの保護者に緊張している子や
泣いてしまう子が多くいました。

5 月 26 日(土)に小学校で運動会が
行われました。組体操やリレーなど
みんなそれぞれの演技で精一杯頑張
っていました。

園内研修

父親参観

5 月 31 日(木)に『里親支援について』
というテーマで愛知教育大学・特任教授の
萬屋先生を講師に迎え、現在の里親支援の
あり方や県での独自の取り組みについて
学ばせていただきました。

6 月 9 日(土)に幼稚園で父親参観が行われ
ました。朝の体操やお歌など、いつもの幼稚
園生活を見学したり、一緒に制作をしました。
普段とは違う姿が見られる子もいて新鮮な
参観でした。

トヨタ自動車ＳＸ会上郷支部様 ふれ愛球技大会 （5/19）
毎年、子どもたちが楽しみにしているＳＸ会上郷支部の方々
とのソフトボール大会を行っていただきました。
真剣にソフトボールを頑張る子どもたちの姿がありまし
た。そして、幼稚園児さんは飛行機、ボール遊びをして
頂いて、うれしそうな表情をしていました。
「来年は、優勝したい！」と悔しそうでしたが、どこか
嬉しそうな表情をしていました。

デンソー工業学園様 清掃活動

来年は絶対、優勝したい！Ｔくん

(5/25)

デンソー工業学園のみなさまのおかげで、平和学園
が見違えるようにきれいになりました。
学園生さんの働きぶりには、施設側も子どもたちを支援
していく上で、勉強させて頂く面がありました。
「将来も、社会貢献活動をしていきたい。
」という言葉
にとても感心しました。

岡崎保護区ＢＢＳ様 映画鑑賞会 (5/27)
心地よい風にふかれて、夜のグランドで、子どもたちは、
映画を見ながら、幸せな時間をすごせたのではないか
と思います。フランクフルトを子どもも一緒に美味しくいた
だきました。ありがとうございました。

ヴェルブリッツ ラグビー感謝の日 (5/27)

ぼくの焼いたフランクフル
トは、最高！
H君

「ぶつかったとき、すごい音が聞こえる！」…はじめて、間近で見るラグビーに子どもたちは、とても驚いていました。子どもたちも何か一つ
でも、本気で頑張れることを見つけてほしいです。

キッチンマスターズ様 慰問 （6/3）
みんなで作ったうぐいす餅、甘くておいしかったです。他にも
ペタングや手品、紙芝居と楽しむ事ができました。昼食も一緒
に食べ、音楽演奏も楽しかったです。

トヨタＪＤＲ様 ホタル鑑賞会 (6/16)
岡崎市ホタル学校見学、環境問題についてのワークショップ、
ホタル観賞など、本当に充実した会を行っていただきました。
環境問題についてのワークショップでは、
「電気をちゃんと消す。
」
や「環境問題について、次の世代に伝えていく。
」など、とても
大切なことを勉強できたと思います。
あいにくの雨でしたが、ホタルを見ることもできて、とても満足
した一日になりました。

アイシンＡＷ様 社会貢献ポイントからの贈りもの (6/18)
子どもたちへ、スポーツ用品を買ってほしいとのおもいで、贈りものを
いただきました。アイシンＡＷ様のバスケットボールを見に行ってから
バスケットボール好きな子が増加中です。

キミ子方式 発表
絵を描くこと
６月１２日～１７日まで岡崎信用金庫資料館にて、キミ子方式の作品展がありました。平和学園では、
って、楽しい
３名の児童がキミ子方式を月１回学んでおり、今回の作品展に出品させていただけました。
よ！
子ども達は月１回のキミ子方式をとても楽しみにしており、描かれた作品はその都度展示して
N くん
いますので、ぜひご覧ください。

ホタルは、きれいな川にし
か生きられないんだよ！
M ちゃん

かわいいキーホルダーができました。R ちゃん

オティックス労働組合様 ボランティア活動（6/23）
生きがい創造委員会の一つとして、今回の交流をおこなってもらい
ました。プラバン遊びやシャボン玉遊びを企画してもらいました。
笑顔いっぱいの一日になりました。夜、枕元に大切にプラバンキー
ホルダーをおいて寝いている子がいました。

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・お花や習字を教えてい頂いています。ありがとうございます。

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
浜原様 ムーンバット（株）東京支部様 宮崎様 宇都宮様 東海アイスクリーム協会様 株式会社 チュチュアンナ様 鈴木様
（株）ニイミ様 LDH Inc.EXILE ATSUSHI 様 全国宅地建物取引業協会連合会事務局様 キッチンマスターズ様 佐藤様 大塚様
親切会中部支部様 めいほうグループ様 トヨタ自動車 SX 会様 田内千鶴子生誕 100 周年記念事業会様 佐藤様 森久様 春日井様
河合様 渡辺様 福尾様 リビングデイサービス様 中部善意銀行様 ＫＥＩＺギャラリエアピタ知立店様
(有)小久井農場様
ニチバン安城工場長様 オティックス労働組合様 タリーズコーヒージャパン株式会社 マーケティング本部様
匿名様
●寄付
丸栄工業（株）米澤彬幸様
オティックス労働組合様
（株）デンソー様
６月下旬まで順不同掲載

平成 23 年度の収支決算がまとまりましたので、ここで報告をさせていただきます。
平成２３年度決算報告（抜粋）
（単位 千円）

科目

合計

本部

施設

（前年対比）

国庫補助金等特別積立金取崩額

210,156
27,775
6,025
6,586
1,688
1,507
2,395

102.2%
103.4%
73.6%
96.2%
100.0%
122.1%
101.9%

事業活動収入計

256,132

101.4%

人件費支出

引当金繰入

163,920
20,489
52,652
9,399
1,479

100.8%
106.1%
94.0%
105.5%
93.8%

事業活動支出計

247,939

99.8%

57

247,882

8,193

193.5%

3,848

4,345

措置費収入
経常経費補助金収入
寄付金収入
雑収入
借入金元金利息補助金収入
引当金戻入

事務費支出
事業費支出
減価償却費

事業活動収支差額

行事予定
7月
24 日 ディズニーオンアイス招待
1 日 ハートフルまつり
27 日
野球観戦
8 日 学区球技大会（ソフト、フット）
28 日
竜南ブロック球技大会
14 日 トヨタスタジアム招待
30 日~1 日
中日子ども村
（中）市長杯
８月
15 日 トヨタ SX 会高岡支部
11 日~19 日
帰省週間
（幼）星見会
20,22 日
球技大会
17 日 （中）保護者会
26 日
野球観戦
21 日 トヨタ上郷まつり
27~29 日
高校生交流会
23 日 （小）球技大会

3,905

3,905
57

210,156
27,775
2,120
6,586
1,688
1,507
2,395
252,227
163,920
20,432
52,652
9,399
1,479

編集後記
あたりまえのことかもしれませんが、子ども
たちは、不登校ゼロ、部活に全力で充実した
生活をおくっています。あたりまえの平和な
生活がおくれるのも、地域、ボランティアの
方々の「社会からのあたたかなメッセージ」
があるおかげなのではと、ポプラを作成しな
がら感じます。
岡崎平和学園が、
「社会の中で生きている」
のを実感する日々です。
（Y.O）

