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努力する人は希望を語る

施設長 小笠原 寛

4月1日に子どもたちと職員の前で、園長からのあいさつをしました。その時に伝え

たのは、井上靖の「努力する人は希望を語り、怠ける人は不満を語る」になぞった話
をしました。

現在の岡崎平和学園は、大きな問題はありません。朝起きて、学校へ行き、ただ
いまと帰ってきて、宿題や遊びをして、おやすみなさいと一日を平穏に終えることが
できる日々です。

しかし、一人ひとりの子どもたちをしっかり見た時に、まだまだ成長へのノビシロを
感じます。そのために、子どもたちに何が必要かを考えました。部活動や勉強など
の大変なことに向き合う時・・・「いやだなぁ」「めんどくさいなぁ」ではなく、「やってやろ
う！」「がんばろう！」と語ることができるか？これが、今後の成長につながる大きな
違いではないかと感じます。

合わせて、そういう子どもたちの『力』を育てていくことこそ、我々職員のやりがいで
はないかとも思います。「希望を語る」・・・このことは、職員自身にも求められるもの
です。日々の生活の中で、子どもたちに職員が希望や夢を語ることはとても重要で
す。
平成30年度も引き続き、子どもたちの悩みを受け止めながら、『希望』を育ててい

ける岡崎平和学園でありたいと思います。今後もご指導やご助言をよろしくお願いい
たします。

２月に安全委員会５周年記念
集会が行われました。今年は
『再出発』をテーマに全員で
“たたかない“”けらない“

“口で言う”について再確認を
しました。みんなでより良い
施設にしていきたいです。
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２月４日 マラソン大会

３月１０日 遠足

３月 幼稚園・小学校 卒園・卒業式

３月１７日 名フィルコンサート 招待

遠足
レゴランドへ行ってきま
した。
たくさんの乗り物があり、
１日存分に楽しみました。

名フィルコンサート
きれいな音だった。

Ｍちゃん
知ってる曲もあって、
楽しかった。 Ｒくん

卒園・卒業式
幼稚園２名
小学校３名
新たな場所でも
頑張ります!!

マラソン大会
各部門に分かれて、一生
懸命走りました。
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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
＊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、ドッジボールなど
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 近藤、野澤、鳥居

3月30日 交流
トヨタＳＸ会本部の皆様

2月28日 交流
デンソーファシリティーズ様

2月3日 交流
アイシンＡＷの皆様

岡崎平和学園ではベルマークを集めています。
ご協力お願いします。
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はじめまして、こんにちは
今年度より児童指導員として働かせていただいています。
木下です。

子どもたちと関わる中で日々、多くのことを学んでいます。
悩んだり困ったりすることもありますが、子どもと一緒に
笑ったり楽しんだりしていきたいと思っています。子どもに
とって頼りがいのある存在になりたいと思っています。よろ
しくお願い致します。

はじめまして、こんにちは
私は４月から職員として働かせていただいている岩崎です。

子どもたちが毎日楽しい・充実していると言える様に生活
を支えていきたいと思っています。まだまだ未熟者ですので
日々成長していけるよう努めていきます。よろしくお願い致
します。

はじめまして。
新任職員の佐藤と申します。
私は子どもと体を動かすことが大好きです。たくさんのス
ポーツを経験し得た力を子どもたちに還元できたらと思って
います。心も体も元気いっぱいに子どもたちと関わり、辛い
ことや嬉しいこと全てを共有でき、子どもたちから信頼され
る職員になれるよう頑張っていきます。

はじめまして、こんにちは
４月から新しく職員として働かせて頂くことになりました。
後藤です。
失敗もたくさんあると思いますが、子どもたちとたくさん
笑いあい、一緒に成長していけたらと思います。よろしくお
願いします。



月別 日にち 園内行事 学校行事 地域・子ども会/その他

4月 １日 花見 入学式 入園式 （小）（中）家庭訪問
授業参観・ＰＴＡ総会
（中）自然教室

トヨタＳＸ会本社第２支部、下山支部交流会
（８日）

デンソーファシリティーズ（２６日）

5月 ３日～６日 ＧＷ帰省 （中）総合体育大会
（小）運動会 （幼）保育参観
（幼）遠足

児童福祉週間
トヨタ上郷工場ソフトボール大会 （１９日）

6月 ２日 ドッチボール大会 プール開始 （小）山の学習
（幼）父親・家族参観
（中）修学旅行

デンソー工業学園清掃活動（２日）
トヨタＳＸ会高岡支部交流会（１０日）

7月 ７日
上旬

七夕祭り
児童健康診断

野球観戦（２９日）

終業式 保護者会
夏休み （中）市長杯
（幼）夏祭り

子ども会球技大会（１日）予備日（８日）
（ソフト・フットベースボール）
トヨタ上郷工場夏まつり（１４日）

職員健康診断

8月 １３日～
２１日

夏の帰省 全校出校日
（中）職場体験学習

球技大会
（ソフト８月２０日 予備日２１日）
（卓球８月２２日）

高校生交流会１部・２部

9月 １日 総合防災訓練 始業式
（中）体育祭
（幼）運動会

学区体育祭（１６日）
トヨタＪＤＲ（ 日）
デンソーハートフルまつり（１６日）
デンソー幸田さわやかホリデー（２３日）

10月 ２１日 平和学園運動会 （小）学芸会
岡崎っ子展
（幼）遠足

大西町祭礼（ 日）
子ども会ドッチボール大会（２８日）

デンソー清掃活動（ 日）

11月 上旬 児童健康診断 （小）修学旅行
（中）文化祭
（幼）給食参観
（小）就学時健康診断

第３７回音楽の集い（１９日）（尾張旭市）

12月

２４日

司厨士協会慰問
餅つき
クリスマス会

（小）マラソン大会
（小）（中）保護者会
終業式
冬休み
（幼）生活発表会

フットサル大会

デンソーみかん狩り（ 日）

1月 １２月２９日～
１月５日

下旬

冬の帰省

安全委員会６周年集会

始業式
私立高校推薦入試
（小）自由参観
（幼）買い物ごっこと郷土に親しむ

白山スキー村（１月１２日～１３日）

2月 ３日
２３日

節分（豆まき）

卒園生を送る会

（幼）お別れ遠足
（中）入学説明会
私立高校一般入試
（中）スキー研修

マラソン大会（３日）
予備日（１７日）

3月 １６日 遠足 卒業式 卒園式 修了式
（小）卒業を祝う会
公立高校推薦入試
公立高校一般入試
春休み

子ども会総会

平成30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30年度 年間事業計画

岡崎平和学園
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岡崎平和学園では
職員を募集していま
す。興味のある方は
下記の連絡先まで
ご連絡ください。

お 知 ら せ
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いつもありがとうございます
～当施設を支援してくださった方々のご紹介～

寄贈
《３月》
キッチンマスターズ様、磯貝様、トヨタ自動車株式会社様、株式会社名古屋食糧様、
（有）小久井農場様、おてらおやつクラブ明願寺様、賀久様、丸大産業（株）様、森山様
（株）ニイミ様、アイシン・エイ・ダブリュ（株）様、名倉様、名フィルファンクラブ様、
大竹様、Ａ．Ｙ様、栄屋乳業株式会社様、非営利（社）ユーリカ基金様、佐々木様、石川様
（株）イクサム岡崎西店様、平田様、美容院パール様、トヨタ自動車ＳＸ会本部様、小島様
有限会社ダスカジャパンクァウテモック様、岡崎友の会様、匿名様
《４月》
大竹様、ライオンハート様、トヨタ自動車ＳＸ会高岡支部様、タツキ工業様、小林様
天野洋傘店様、（株）ニイミ様、おてらおやつクラブ明願寺様、丸大産業株式会社様
（有）小久井農場様、大西１区ＰＴＡ地域委員様、（株）オータ様、鈴木様、森山様、
三田村様、ニューホライズンプロジェクト様、株式会社都筑様、丸山町様、ＰＡＯ幸田店様
青山様、小島様、匿名様

寄附（３月～４月）
（有）松田商事 名宝様、岡崎店「てるくんはてるくん」製作委員会様、名倉様、堀田様、天野様
岡崎商業高等学校生徒会様、岡崎友の会様、岡崎平和学園後援会様、松原様、島津様
光ヶ丘女子高等学校様、（有）松田商事 名宝 岡崎店様、岡崎スクエアダンスクラブ様、匿名様

岡崎南ライオンズクラブ様より
遊具を寄贈して頂きました。
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