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『地域小規模施設について』
保育士

渡辺良枝

はじめまして。地域小規模施設「ひだまり」の担当責任者の渡辺と申します。今回は地域小規模施設に
ついて少しお話させて頂きたいと思います。
地域小規模施設とは本園から離れた住宅街にある一軒家の中で、子ども６人と常勤職員２名と非常勤職員
１名という少人数で一緒に生活をしています。平和学園には「丸山寮」「ひだまり」と２か所あります。
主に丸山寮は男の子、ひだまりは幼児と女の子とに分かれています。
本園とは少し生活の様子が違っており、一般家庭に近いものがあります。まず、食事については職員が
作ります。子ども達もお手伝いで野菜を切ったり、簡単な料理を一緒に作ったりします。休日や長期休み
には自分たちの食べたいメニューを献立にしています。
また、食料品や日用品を自分たちで買うために、買い物へも頻繁にでかけます。買い物では出来る限り
自分で選ぶ、金銭感覚を養う等の体験ができるようにしています。
他に、地域の方たちと親密な交流があります。例えば、子ども会行事に積極的に参加し、男の子はソフ
トボール、女の子はフットボールの練習をしています。また、盆踊り大会やお祭りに行き、楽しい時間を
過ごします。隣のおじいちゃん、おばあちゃんには本当の孫のようにかわいがってもらったり、畑のこと
を教えてもらっています。
最後に、実際にひだまりで生活している子ども達はどんなことを感じているのか、年長から高校３年生
に「いいなと思うところ」を教えてもらいました。
「おもちゃがいっぱいあるところ」「買い物へ行ける」「自由度が高い」「学校の友達の家に遊びにい
けること」「実習勉強ができること」「お風呂に一人で入って遊べること」「自分でご飯を作れること」
「職員と個別に話せる時間が多い」「地域の人と関わりがある」などがあがりました。

みんなで力を合わせて
頑張りました！監督さんや
コーチみんなの力でとった
準優勝です！

7月27日 フットボール ブロック大会

夏休みに一生懸命練
習した成果を存分に
発揮することが出来ま
した！！

7月6日 子ども会球技大会

憧れのサッカー選手と一緒に
サッカーの練習をしました！
間近で見る選手はとっても
かっこよかったです。

練習してきた踊りを
とってもかわいく踊っ
てくれました！！

7月20日 幼稚園星見会

ＭＴＧ×クリスティアーノロナウド
夏休み夢サッカー教室
7月23日 株式会社ＭＴＧ様

この日が来るのをとても
楽しみにしていました。
ベルグラースさんにも
温かく迎えていただき、
楽しい時間を過ごしました。

「命の大切さ」や
「生きる意味」に
ついて考える機会と
なる素晴らしい
ミュージカルでした。

ビュッフェ 招待
8月1日 阿部田様
ベルグラース様

葉っぱのフレディ観劇 招待
8月11日 小林様

ほほえみクラブの皆
さんに教えていただ
き、一緒に盆踊りを
しました！ホームラン
音頭やＡＫＢの盆踊
りは特に盛り上がり
ました。

練習の成果を
発揮し、２部で
優勝することが
出来ました。

盆踊り・花火
8月11日ほほえみクラブ様

８月１９日 ソフトボール大会

団体では初参加でし
たが、何とか１勝でき
ました。個人戦でも
頑張る姿が見られ、
高校３年生が準優勝
しました。

「ＳＴＡＮＤ ＢＹ
ＭＥ ドラえもん」
と「プレーンズ２」
どちらも楽しく鑑賞
させていただきま
した。

８月２１日 卓球大会
映画鑑賞 招待
8月23、30日 岡崎法人会様
今年はすなめり
を発見!！
とても素敵な時
間を過ごすこと
が出来ました。

すなめり招待
８月３１日出光マリンズ株式会社様

１００匹近くとるこ
とが出来ました！
また、あゆつかみ
大会の場で食べ
るあゆの塩焼き
は絶品でした。

鮎つかみ招待
8月24日 岡崎市漁業組合様

今年も三菱社宅の皆
さんと一緒に運動会
へ参加させていただき
ました。いろいろな競
技があり、子ども達は
とても楽しく参加する
ことが出来ました。

6名の子が参加し
ました。小学校の
時とは違い競技だ
けではなく、応援
にも力が入ってい
て見ごたえがあり
ました。

９月２０日 中学校 体育祭

アナと雪の女王の
曲に合わせて踊っ
たり、かけっこでは
一生懸命走る姿が
印象的でした。

９月２８日 学区体育祭

９月２１日 幼稚園運動会

平和学園掲示板
デンソーはーとふる基金

９月９日に庭師さん６名
が来園され、庭木を剪定
してくださいました。
手際よい作業ですっかり
きれいになりました。
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デンソーはーとふる基金様
から幼児用イスの購入費用
を助成していただきました。

庭木剪定

○
月

曜
日
日
直

陶芸教室
７月１９日陶芸広場の赤ぴーまん様
ランプシェードの作り方を丁寧に説明
していただきました。分かりやすく、
子どもたちもとても集中して取り組ん
でいました。

上郷祭り 招待
7月19日 トヨタＳＸ会 上郷支部様
トヨタ自動車上郷工場夏祭りへ招待して
いただきました。屋台をみたり、盆踊りに
参加したりと、とても楽しい時間でした。

７月６日 デンソーハートフルまつり
デンソーハートフルまつりに参加させていただ
き、ベルマーク仕分けのお手伝いをさせてい
ただきました。

７月２６日丸栄工業 夏祭り
ライブをみたり、出し物の射的をしたりとと
ても楽しい時間を過ごさせていただきまし
た。

7月26日 小久井農場 お祭り
獲れたてのお野菜を頂いたり、大きな重機に
乗せていただいたりととても貴重な体験をさせ
て頂きました。子どもたちもとても嬉しそうにし
ていました。

７月２６日野球観戦（中日ＶＳ巨人）
ご招待頂いた日は、岩瀬選手の通算４００セーブ
という、前人未到の記録を出した日でもありました。
勉強やスポーツも頑張れば結果となって表われる
ことを各々感じることが出来ました。

7月27日 マリオカート軍団様来園
突然の慰問に子どもたちはとても驚いていまし
た！マリオカートに乗っての登場はとても迫力の
あるもので、カートの前で写真を撮ったりと、楽し
い時間を過ごしました。

交通安全教室
８月３０日 トヨタボランティアセンター様
トヨタボランティアセンターの皆さまが機会を作ってくだ
さり、一緒に「交通安全」の学習をしてきました。歩道
の渡り方から飛び出しなど普段の行動を見直すとても
よい機会となりました。

知って納得ボランティア
９月６日 デンソー社員の皆様
デンソー社員の方々に平和学園でのボランティアにつ
いて説明と体験をしていただきました。たくさんの支援
に感謝でいっぱいです。

服部工業 清掃活動
８月２１日 ローターアクト様
ローターアクトの方々と日本のごみ問題
について学習し、清掃活動を行いました。
身のまわりのことに振り返る事ができ、良
い機会となりました。

夏休みデンソーふれあいボランティア
デンソーの方々がみえ、子どもたちの学習
支援や交流をしていただきました。子どもた
ちも一緒に遊ぶことをとても楽しみにしてい
ます。

デンソー環境整備
９月１４日 幸田製作所様 主催
デンソー幸田製作所の方々が平和学園グランドの環
境整備をしてくださいました。職員だけでは行き届かな
い部分まで丁寧にやっていただき、とても綺麗になりま
した。

映画鑑賞会
９月１４日 ＢＢＳ会様

清掃活動＆交流
９月２１日 株式会社ジェイテクト 花園工場様

岡崎保護区ＢＢＳ会の皆さまによる映画鑑賞会
を平和学園グランドにておこないました。今年は
レクリエーションもあり、より楽しく過ごすことが
出来ました。

ジェイテクトの皆様と一緒にグランドの清掃を
行い、その後は一緒に遊具で遊んだり、サッ
カーをやって交流しました。

９月２７日 ミュージカル『ア コモンビート』招待

さわやかホリデー
９月２８日 デンソー幸田製作所様

個と個がぶつかりつつ、１つになっていく、見て
いると一緒に踊りたくなるようなステージが印象
的でした。子どもたちも“何かアツいもの”を感じ
たのではないかと思います。

デンソーフェスティバルさわやかホリデーにて
ハートフルクラブの皆様と一緒に衣料回収ボラ
ンティアのお手伝いをさせていただきました。

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
デンソーハートフルクラブ様 岡崎市漁業組合岡崎交遊会様 長屋の星飛雄馬様 森山様 真田様
イクサム岡崎西店様 国際ソロプチミスト岡崎様 畔柳建築（有）様 株式会社ゆうちょ銀行広報部様
トヨタ自動車上郷支部様 小久井農場様 （株）ニイミ様 柴田様 丸栄工業様 小林様 平岩様
リアルマリオ軍団亀屋米津様 愛知県遊技業協同組合青年部会様 特定非営利活動法人夢シート様
名古屋トヨペット株式会社様 カルビー株式会社中日本事業本部中部支店様 名宝岡崎店様 神谷様
公益社団法人全国宅地建物取引業協会連合会様 広瀬様 山本様 トヨタボランティアセンターＪＤＲ様
岡崎ローターアクトクラブ様 株式会社チュチュアンナ様 岡崎法人会美川支部、東部支部様 吉川様
峯岸様 （株）中日ドラゴンズ様 特定非営利活動法人こどもハートフルクラブ様 デンソー本社様
岡崎法人会甲山支部様 ポッカサッポロフード＆ビバレッジ株式会社様 フィリップモリスジャパン（株）様
一般社団法人日本レコード協会企画部様 ＢＢＳ会様 北之迫様 特定非営利活動法人コモンビート様
小野内様 柴田様 栄屋乳業株式会社様 新家様 鈴木様 三川様 竜美丘学区社会教育委員会様
白鳥子ども会様 野澤様 コカ・コーライーストジャパン株式会社様 スロットヘブン・ウィン様
トヨタ自動車堤工場ＳＸ会職場会様 匿名様
●寄付
三河ラーメンＭＪ様（グラッパ・今井醸造・ぼだい・まるぎん商店・一輝・ばーばら・我流） 冨田様
匿名様
９月末まで順不同掲載

