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「人としての宝を磨く」
園長 上川 清玄
平成２５年も後僅かを残すだけとなった。この頃の保育日誌の紙面から、子ども達の１年の成長の姿がいろん
な形で伝わってくる。
・園外保育で幼児さん達と、豊橋の「こども未来館ココニコ」まで電車を利用して出かけましたが、他に迷惑
をかけないで行き来ができました。
・小１の女の子のパジャマは、昨年の購入時に裾の縫い上げをして使用してきました。この頃、足元を見ると
短めになってるので縫い直しをして測ってみると１５ｃｍも伸びていた。
・いつも手の掛かる幼稚園の年長さん、職員の手数が足らなくてバタバタしていたら、
「先生大変だね、お手
伝いします」と手助けしてくれて感激しました。
・とても寒い日でした。小学生、幼児のみんなでシューズと運動靴を洗いました。自分の物は自分で洗い、そ
の後職員が仕上げ洗い。全員の量というととても沢山ありました。すると、
「いっぱいだね、先生ありがとう。
」
「僕も手伝います」とほとんどの小学生が言ってくれました。等々
人間は、他者の心の有り様を憶測して行動する事ができる能力を持っているという。心理学などで「心の理論」
といい、ヒトの宝のような能力らしい。ちゃんとした大人へと導くのは私たちの使命であり仕事でもある。幼児・
小学生の子等も、私たちの姿を見て感じ行動しようとする姿までは成長している。さらに中高生には、このヒト
としての宝とも言うべき能力に磨きをかけさせたい。

９月の行事や参観
すなめりの会とマリンウィーク 招待

吹奏楽祭 招待

9 月 1 日に出光マリンズ株式会社様
に招待していただきました。残念なが
らすなめりを見ることは出来ません
でしたが、船に乗るという貴重な体験
をさせていただきました。

９月２３日に岡崎さくらライオンズ
クラブの皆様のご招待で吹奏楽祭へ
行かせて頂きました。知っている曲
もあり、子どもたちも楽しく聴かせて
いただきました。

幼稚園 運動会

学区体育祭

9 月 22 日に幼稚園で運動会が行わ
れました。走ったり、踊ったりとみん
なの一生懸命な姿が印象的でした。
最後に一人ずつメダルを先生にかけ
てもらいました。

9 月 30 日に学区体育祭に参加
させていただきました。三菱社宅
の方々と一緒に力を合わせ競技に
取り組み頑張りました。

野球観戦（中日対ヤクルト）

ユーリカ基金 『アリス』 招待

９月８日に中部善意銀行様のご招待で
野球観戦へ行かせて頂きました。
６～７回では打線が盛り上がりとても
良い試合でした。

９月８日にユーリカ基金様のご招待で
『アリス』を観劇させていただきました。
幼児の子が見ても印象に残るもので、
帰りの車の中では「ちっちゃいアリス
可愛かった」などと話していました。

１０月の行事や参観

白鳥まつり
１０月６日に白鳥子ども会さんと一緒に白鳥ま
つりへ参加させて頂きました。午前はすもう大
会、午後はお神輿を担いで町内を
歩いて回りました。

小学校 学芸会
１０月１２日に小学校で学芸会が行われました。
学年、クラスごとで発表をしました。毎日宿題とし
てセリフの練習をした成果もあり、本番ではみんな
しっかりと発表する事が出来ました。

平和学園 運動会
１０月１９日に平和学園にて運動会が行われ
ました。白鳥子ども会の皆様やボランティアの
方々も多く参加していただきました。開会式で
はデンソーチアリーディングの方々が子どもた
ちを応援してくださいました。

１１月の行事や参観
USJ 招待

幼稚園 給食参観

１１月３日に中部善意銀行様
のご招待で USJ へ行かせて頂
きました。ウッドペッカーと写真
を撮ったり、スパイダーマンにも
乗る事が出来てとても楽しい時
間でした。

11 月 21 日に幼稚園にて給
食参観が行われました。みん
な先生のお話をしっかり聞き、
またたくさんおかわりをしてい
ました。知っている人を見かけ
ると笑いかけ名前を呼ぶ姿が
印象的でした。

遠足

音楽の集い

11 月 9 日に犬山城、東山動植物園、お菓子の城
へ遠足へ行きました。東山動植物園ではキリンをキ
リンの目線から見ることが出来たり、ライオンの迫
力に驚いていました。犬山城では歴史についての話
も聞けて知識が深まりました。お菓子の城ではパン
作りやクッキー作りを体験させて頂き、出来栄えに
みんな満足していました。

11月24日に愛知県施設合同行事である音楽の
集いに参加しました。男の子はパイレーツオブカリ
ビアン、幼児はディズ二―、女の子は AKB などの
音楽に合わせ踊りを披露しました。練習の成果を
発揮し、一人一人が精一杯、踊る事が出来ていま
した。

平和学園掲示板

○
月
『オカザえもんからの贈り物』

トヨタ自動車 SX 会の皆様のお気
持ちのおかげで平和学園の公用車
を新しくさせていただきました。子
どもたちもピカピカの車に興奮がお
さまりませんでした。
大切に使わせて頂きます。本当にあ
りがとうございました。

オカザえもんより子どもたちへ
＂どら焼き“が届きました」。
パッケージにもオカザえもんがのっ
ていて、とても可愛かったです。

○
○
日
×

『トヨタ自動車 SX 会真心基金』
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ボランティア行事
ＢＢＳ 映画鑑賞会

フィリップモリス 園内環境整備

９月１４日に岡崎保護区 BBS 会の
方々が平和学園グラウンドにて映画
鑑賞会をしてくださいました。

11 月 15 日にフィリップモリスの方々が
来園され園内環境整備をしてくださいま
した。とってもきれいになりました。
ありがとうございました。

キッチンマスターズ

ローターアクト フットサル＆チャリティーバザー

サツマイモ収穫祭

11 月 3 日にキッチンマスターズの
方々が園内の畑で育てたサツマイモ
を収穫し食べさせていただきました。
またゲームも企画していただきました。

デンソー環境整備
９月１４日に平和学園グラウンドの環境整備をしていただ
きました。子どもや職員だけではやりきれない所まできれ
いにして頂き、本当にありがとうございました。

10 月3 日にげんき館にて行われたフットサルに参加させて
頂きました。真剣の中、時に笑いがあり、とても楽しい試合に
なりました。
10 月 20 日にチャリティーバザーのお手
伝いをさせていただきました。みなさんの
温かさを感じさせて頂く機会となりました。

トヨタ自動車 高岡工場 サツマイモ収穫

10 月 20 日にアイシン AW 工場祭に招待していただきま
した。会場を案内していただき卒園生が震災復興のブース
をひらいていたりと子ども達に良い刺激となりました。

10 月 5 日にトヨタ自動車高岡工場に招待して
頂き、サツマイモ収穫をさせていただきました。
おいしい果物もたくさん食べさせて頂き、
本当にありがとうございました。
トヨタ自動車ＳＸ会 本社第 2 支部・下山支部
花壇整備＆交流
10 月 5 日にトヨタ自動車ＳＸ会
本社第 2 支部・下山支部の方々が
来園され、花壇整備と子どもたち
と交流をしていただきました。
一緒にサッカーをしたり、犬と遊ぶ事が出来てとても
楽しい時間を過ごすことが出来ました。

アイシンＡＷ OKAZAKI フェスティバル招待

チャリティ―ウォーク

11 月 10 日に OKAZAKI フェスティバルに招待していただ
きました。B 級グルメやステージイベント、屋台など子ども
達は終始目移りしていました。

11 月 16 日にトヨタボランティアセンター様からのご招待で
チャリティウォークに参加させていただきました。２０Ｋｍを半
日かけて歩いてきました。

さわやかホリデー招待
９月 2９日にデンソーフェスティバルさわやかホリデーに招
待していただきました。お祭りを見て回ったり、衣料回収の
お手伝いをさせていただき良い体験となりました。

アイシン AW 工場祭招待

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
ポッカサッポロフード＆ビバレッジ株式会社様 蜂須賀様 中部善意銀行様 村松様 岩瀬様 小野内様 浜原様 伊藤様
（株）ニイミ様 財団法人ベルマーク教育助成財団様 ＷＩＮ ＧＲＯＵＰ様 株式会社チュチュアンナ様 太田様 水野様
白鳥子ども会様 峯岸様 （有）小久井農場様 ピザーラ岡崎南店様 名宝岡崎店様 ＫＥＩＺギャラリエアピタ知立店様
トヨタ高岡工場様 下山支部ＳＸ会様 ＳＸ会本社第 2 支部様 小川様 イクサム岡崎西店様 加藤様 山本様 伊藤様
日本スポーツ用品協同組合連合会様 共和食品グループ様 火曜会様 （株）イエロースタジオ様 志水様 野澤様
朝日新聞岡崎販売株式会社様 岡崎さくらライオンズクラブ様 岡崎ローターアクト様 小林様 新家様 今野様 伊藤様
オカザえもん様 （株）食彩流通企画様 （有）ティンカーベル様 フィリップモリスジャパン（株）様
エレクトリックマーケット稲熊店様 大和化成工業（株）アドミンサークル様 全国シャンメリー協同組合様 匿名様
●寄付
トヨタ自動車株式会社ＳＸ会様 （株）デンソー幸田製作所様 岩瀬様 大西二区町内会様 山田様 冨田様 匿名様
９月～１１月末まで順不同掲載

