岡崎平和学園
後援会協賛
Ｈ２５．９．１５
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「今年の夏も暑い、熱い、篤い」
園長 上川 清玄
八月に入ると施設対抗のソフトボールの練習が始まり、酷暑の続く炎天下の園庭に元気良い挨拶や掛け声がは
じけました。昨年に続き小学生主体の二部での参加ですが、昨年とひと味違うのは 2 名の小学生女子が加わって
います。学園の伝統は、気持ちよい挨拶を始めとする全身全霊でのプレーです。練習には卒園した先輩も駆けつ
け指導に加わってもくれました。試合当日のメンバーは、中学生 2 名以外は女子も混じった小学生。主戦投手は
小 3 のＹ君。決勝戦まで勝ち上がっての準優勝と全力のプレーは見事でした。練習、
・試合を通して小笠原監督の
人としての生き方に資する篤い思いをのせた指導とその思いに食らいついて全力を尽くした子ども達の姿に頭の
下がる思いでした。
もう一つの卓球大会では、学園から 2 名の女子が個人戦に参加。二人ともが学校の部活での練習だけでの参加
です。多くの施設が団体戦にも参加していて、相手選手に対する応援も多い中で孤軍奮闘の感がありました。そ
うした中、第 2 シードで学園の高 2 Ｍさんは、三年連続の決勝戦へ進出。相手は予想どおりの第１シードの選手。
会場で残る試合はこの試合だけ。周囲は人垣で埋まり、二人の選手の一挙手一投足に嘆声がもれます。１１本５
セットでの５セット目、相手に１０本を先取されたが粘ってジュースに持ち込む。最後は２本先取されゲームセ
ット。最後の最後に敗れはしましたが、その粘り腰には多くの拍手が送られました。しびれるような緊張感の中
でのこの経験は、これからの彼女の人生において大いに役立つであろうと考えますし、後ろでこの熱戦をみつめ
唯一の味方として応援していた中１の N さんの胸にも、篤いメッセージを与えたことと思います。

６月の行事や参観
小学校 歯みがき指導

幼稚園 父親参観
６月８日に幼稚園にて
父親参観が行われまし
た。体操や逆上がり、歌
やピアニカなどみんな
一生懸命にやっていま
した。

６月１８日に小学校に
て歯磨き指導が行わ
れました。普段なかな
かみがけていないとこ
ろを知る良い機会とな
りました。

幼稚園 星見会 ７/１４
７月１４日に幼稚園に
て星見会がありまし
た。浴衣や甚平をきた
り、組ごとで歌やダン
スを披露しました。
最後に迫力ある花火
に驚いていました。

７月の行事や参観

子ども会ソフトボール大会
７月７日に子ども会球技
大会があり、男子ソフト
Ｂチーム優勝。女子もフ
ット優勝しました。その後
のブロック大会では準優
勝でした。

７月の行事や参観

野球観戦 7/27

野球観戦 7/13
選手の一所懸命な姿に
子どもたちは感動し夢
中でした。この夏に行
われるソフトボールの
試合を頑張ろうという
気持ちにさせてくれま
した。

大相撲招待
７月１５日に大相撲名
古屋場所に招待してい
ただきました。迫力の
取り組みばかりで子ど
もたちも見入っていま
した。

ディズニーオンアイス招待

中日が負けてしまい残
念そうにしていました
が、招待してくださっ
た方と一緒に応援する
ことができとても楽し
そうにしていました。

8 月の行事や参観

中日子ども村

８月１日にディズニーオン
アイスに招待していただき
ました。氷の上で踊るミッキー
たちに目を輝かせ、集中して
いました。

８月１日２日に中日子
ども村へ参加させてい
ただきました。自然に
囲まれた中での生活は
初めてのことばかりで
したが楽しんでいまし
た。

野球観戦 8/10

たこ焼きパーティー
８月１４日にたこ焼きマ
ンさんが来園され、パー
ティーを開いてください
ました。自分たちで作っ
たたこ焼きはとてもお
いしかったです。

点の取り合いに応援に
も 力が 入る も の で し
た。試合を見ながらル
ールを学ぶこともあり、
いい経験をさせていた
だきました。

卓球大会 8/21

ソフトボール大会 8/19
８月１９日にソフトボー
ル 大会が 行わ れ ま し
た。今年は男子の中に
女子も２名入り夏休み
か ら 練習を 始め ま し
た。みんな弱音を吐か
ずやり通し、結果はＢチ
ームで準優勝でした。

８月２１日に卓球大会が
行われました。２名の女
の子が参加し、個人戦に
挑みました。２人とも自
分のベストを尽くし頑張
りました。

男子棟外出
８月２２日に明治村へ行っ
てきました。昔の建物や生
活に触れ、子どもたちも考
えるものがあったのではな
いかと思います。
ＳＬに乗って移動すること
がとても楽しかったようで
す。

平和学園掲示板

サーカス招待 8/24
８月２４日にボリジョイサ
ーカスへ招待していただ
きました。
動物たちの迫力ある演技
に驚きつつも楽しんでい
ました。

映画観賞 8/24,25
８月２４日に風立ちぬを見
せていただき、中高生と"生
きる”という事を考えさせ
ていただきました。
８月２５日は幼児、小学生
とモンスターズ・インクを
みてたくさん笑わせていた
だきました。ありがとうご
ざいました。

○
月

７月１１日にデンソー工業学園
の方々より学習机を寄贈して
いただきました。その日の
うちに設置をし中高生が毎日
大切に使わせて頂いています。
ありがとうございました。

○
○
日
×

『デンソー工業学園
机寄贈』

オカザえもん
来園！！

『ベルマーク
１００万点達成！！』

８月２８日に平和学園へオ
カザえもんが遊びに来てくれ
ました。子どもたちからのた
くさんの質問にとても
丁寧に答えてください
ました。
ぜひまた遊びに
来てください。

この度岡崎平和学園の回収し
たベルマークが１００万点を超
えました。それも皆様からのお
気持ちがあってこそ
達成できたのだと
思います。子どもたち
の必要なものと交換さ
せていただきます。
本当にありがとう
ございました。
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ボランティア行事
トヨタ高岡工場 スイカ・野菜収穫

デンソーハートフルまつり

７月６日にスイカ、野菜の収穫
のお手伝いをさせていただきま
した。なかなかできない体験を
させていただきありがとうござい
ます

７月７日にデンソーハートフルまつり
に参加させていただき、カフェやベル
マーク仕分けのお手伝いをさせていた
だきました。

上郷夏祭り

デンソー夏休み学習ふれあいボランティア

７月２０日にトヨタ上郷工場にて
行われた。夏祭りに参加させて頂き
ました、楽しい雰囲気に子どもも
楽しませていただきました。

７月２１日～８月３１日まで７名の方々が
来園され、子どもたちと遊んだり、
宿題を見ていただきました。いつも子ども
たちが楽しみにしています。本当にありが
とうございました。

ほほえみクラブ 盆踊り・花火
８月１１日にほほえみクラブの方々
が６名来演され盆踊りを教えていただ
きました。

高岡ＳＸ会 夏祭り
８月３１日にトヨタ高岡工場の夏祭り
に参加させていただきました。生活に
身近な交通ルール等を教えて頂いたり、
目移りするほどに楽しませて頂きました。

岡崎市漁業組合 魚つかみ
８月３１日に魚つかみに招待して
いただきました。初めは網で取って
いた子も慣れてくると手づかみで
何匹もとっていました。

『隣る人』 招待
８月２４日に児童養護施設のドキュメンタリー映画の
「隣る人」に招待していただきました。
人は一人では生きていけない。周り
からのサポートを受けているという
メッセージの心温まる映画でした。

トヨタＳＸ会 寄贈式
８月３１日にトヨタＳＸ会の
方々が来園され間伐材で作った
机を４つ寄贈していただきました。
今後の行事等で大切に使わせて
いただきたいと思います。

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
イクサム岡崎西店様 株式会社ロッテアイス様 蜂須賀様 (株)デンソー高岡工場様 中部善意銀行様
岡崎漁業組合様 ＫＥＩZ ギャラリエアピタ知立店様 (株)インロック様 デンソー工業学園様 (有)小久井農場様
特定非営利活動法人夢シート様 真田様 キッチンマスター様 株式会社豊田自動織機様 名宝岡崎店様 沢田様
オ－タ岡崎店様 幸田町ボランティア連絡協議会様 水野様 愛知県遊技業協同組合青年部部会長様 荒川様
名古屋トヨペット株式会社様 ＮＰＯ法人タイガーマスク募金様 村松様 前田様 ほほえみクラブ様 (株)ニイミ様
特定非営利活動法人こどもハートクラブ様 コカコーラセントラルジャパン株式会社中部支社総務管理部広報担当部長様
一般社団法人岡崎法人会甲山支部、美川支部・東部支部様 株式会社ジェイグループホールディングス様
フィリップモリスジャパン(株)様 匿名様
●寄付
オティックス労働組合様 株式会社デンソー様 荒川様 ギャラリー喫茶イブ様 オカザえもん様 匿名様
６月～８月末まで順不同掲載

