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岡崎平和学園 広報誌

「

一生懸命、一歩ずつ 」
施設長

小笠原

寛

岡崎平和学園の近況を3点ほど紹介させていただきます。
１．夏休みについて
今までの夏休みと言えば、暑さに負けず元気に遊んだり、ソフトの練習に燃える子ども
たちの姿がありました。今年は、時間帯や水分補給の徹底等、いろいろな対策をして外で
過ごす時間を確保しました。子どもたちにとっては、少し窮屈な面もありましたが、熱中
症等体調をくずす子どもは１人もいませんでした。
子どもを養育していく中で大切なことの一つは、「遊び」だと思います。遊びの中でこ
そ、発想力や人間関係を培います。そして、スポーツでは、精神力や人間関係を学びます。
今年の夏休みも、子どもたちの元気な声と熱い姿がいっぱいでした。
２．二学期の姿について
二学期も引き続き不登校もなく、生き生きとした表情で学校へ通う姿を見ることができ
ます。学校関係者と密に連携している効果もあり、「学校が好き」という子が多いです。
学校で学ぶ事は、これからの人生の礎となるものです。まず、「毎日登校すること」その
積み重ねが子どもたちの成長を一歩ずつ後押ししてくれます。
今年は高校3年生が4名います。9月には3名が就職試験に挑んでいます。1名は大学進学
を目指しています。これまでの努力の積み重ねのおかげで、それぞれの目標を達成するこ
とができるのではと期待しています。
３．移転・建設、募金活動ついて
1年半後の2020年4月の開園を目指す移転・建設計画については、様々な方のご理解とご
協力もあり、非常に順調に進んでいます。建築募金委員会による募金活動も新聞各社の報
道もあり、多くの方々からご支援をいただいています。
移転・建設計画の留意すべき点は、①子どもたちの安心・安全な生活と夢をかなえる場
所を守る、②児童養護施設の果たす役割の啓発、③地域や社会と連携した子育ての実践に
あると考えています。募金活動は、これらの3点の想いに共感していただいた皆様からの
「あたたかな志」をいただいていると感じています。非常に感謝の想いでいっぱいです。
「一生懸命な姿は、人の心をうつ」…子どもも職員も…一生懸命、乗り越えるべき壁と
向き合う日々です。これからも感謝の気持ちを忘れずに、一歩ずつ進んでいきたいです。
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主な年間行事
４月
１日
上旬
下旬

お花見
入園式・入学式
授業参観

５月
中旬 幼稚園 保育参観
中旬 中学校 総合体育大会
２６日 小学校 運動会
６月
２日 ドッジボール大会
上旬 幼稚園 家族参観
上旬 幼稚園 遠足
１６日 小学校 自由参観
１７日 狂言招待
平成３０年度愛知県児童福祉施設入所児童

ソフトボール
暑さで、練習時間が限られる
中でしたが、精一杯練習してき
ました。結果は2回戦で負けて
しまいましたが、全員、練習の
成果は発揮できたと思います。

球技大会

卓球

ボランティアの方々と年間通し
て練習をしてきました。団体戦は
2チーム参加し、結果は2回戦敗退。
個人戦は中学生2人が2位と3位に
入賞しました。
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主な年間行事
７月
１日
１６日
下旬
２４日
２９日
３１日

子ども会 球技大会
大相撲名古屋場所 招待
幼稚園 夏祭り・星見会
ディズニーオンアイス 招待
悠紀の里 夏祭り 招待
野球観戦 招待

８月
上旬～下旬
４日
６日
２０日
２２日
下旬
２６日

野球観戦 招待
サッカー観戦 招待
碧南市 招待
ソフトボール大会
卓球大会
映画鑑賞 招待
あゆつかみ 招待

碧南市 招待

匿名の方から碧南市【ふるさと納税制度】
に招待して頂き、とても楽しい体験
をさせていただきました。
ありがとうございました。
明石公園
遊園地を貸切で使用させていただき
子ども達は乗り物にたくさん乗るこ
とが出来て、とても楽しそうでした。
衣浦グランドホテル（ビュッフェ）
一流のコックさんが作った料理をお
腹いっぱいいただきました。会場も
とてもきれいで貴重な体験をさせて
いただきました。

悠紀の里 夏祭り 招待

悠紀の里 夏祭りに参加させていた
だきました。射的やお化け屋敷、
ジュースやかき氷と屋台を満喫し、
盆踊りではダンシングヒーローを
みんなで踊りました。
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主なボランティア行事

花壇整備＆交流
トヨタ自動車ＳＸ会本社第2支部様
下山支部様

スポーツ交流
トヨタ自動車ＳＸ会上郷支部様

環境整備＆交流
トヨタ自動車ＳＸ会高岡支部様

環境整備＆新人研修
デンソーファシリティーズ様

芋掘り＆交流＆昼食会
キッチンマスターズ様

清掃活動
デンソー工業学園様

発行
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主なボランティア行事

上郷まつり
トヨタ自動車ＳＸ会上郷支部様

フラダンス
デンソーグループフラガール様

流しそうめん体験
元山会様
夏祭り
燦々会様

カーペット寄贈
サンゲツ様

環境整備
デンソー幸田製作所様 主催

岡崎平和学園の子どもた
ちを多くの団体・企業の
方々が支援して下さってい
ます。様々な体験や行事へ
招待を通して人の温かさを
感じる機会となっており、
子どもたちが大きくなった
時、人のため
に何か出来る
子になって
欲しいと思い
ます。
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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

《４月》
大竹様、ライオンハート様、トヨタSX会高岡支部様、タツキ工業様、天野洋傘店様、（株）ニイミ様、小林様、
おてらおやつクラブ明願寺様、（有）小久井農場様、大西1区PTA地域委員様、鈴木様、（株）オータ様、萬屋様、
丸大産業株式会社様、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
《５月》
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、火曜会様、渡辺様、順賀様、出田様、常様、大竹様、
おてらおやつクラブ明願寺様、（株）チュチュアンナ様、東海アイスクリーム協会様、イオンモール株式会社様、
柴田様、出田様、丸大産業株式会社様、デンソー幸田製作所様、NPO法人NGOフク２１ふらっとホーム様、
三菱UFJ信託銀行 名古屋不動産部 社会貢献活動事務局様、（株）ニイミ様、国際ソロプチミスト岡崎様、
（株）オータ様、トヨタSX会上郷支部様、森山様、（株）イクサム岡崎西店様、柴田様、PAO幸田店様、匿名様
《６月》
デンソー工業学園様、白鳥子ども会様、（株）出雲殿様、おてらおやつクラブ明願寺様、木村様、（株）ニイミ様、
キッチンマスターズ様、トヨタSX会高岡支部様、山本様、丸大産業株式会社様、渡辺様、栄屋乳業株式会社様、
NPO法人ももの木保育園 親子文化を育てる会様、（株）オータ様、愛知県信用農業協同組合連合会様、森山様、
（有）小久井農場様、匿名様
《７月》
（株）ニイミ様、おてらおやつクラブ明願寺様、（株）イクサム岡崎西店様、丸大産業株式会社様、森山様、
デンソーファシリティーズ様、トヨタSX会上郷支部様、社会福祉法人中日新聞社会事業団様、青山様、藤吉様
株式会社豊田自動織機 社長大西様、キッチンマスターズ様、PAO幸田店様、鈴木様、松本テクニコ株式会社様、
ユーリカ基金様、名古屋トヨペット株式会社様、燦々会様、TRY＆TRUST様
（株）日立製作所中部支社総務グループ 親切会中部支部様、匿名様
《８月》
キッチンマスターズ様、（株）ニイミ様、おてらおやつクラブ浄土宗松明院様、白鳥子ども会様、旭軒元直様、
トヨタSX会下山支部様、特定非営利活動法人 夢シート様、和泉製めん様、小島様、（株）デンソー様、匿名様
株式会社中部支社 顧客ビジネス局プロモーションデザイン部様、山本様、高橋様、 TRY＆TRUST様、本多様
おてらおやつクラブ明願寺様、浜原様、元山会様、（有）小久井農場様、住友生命保険相互会社 岡崎葵支部様、
社会福祉法人中日新聞社会事業団様、順賀様、森山様、（株）オータ様、渡邉様、加藤様、住友生命様、志水様、
燦々会様、岡崎市漁業組合様、公益社団法人岡崎法人会 甲山支部・美川支部・東部支部様、丸大産業株式会社様

寄附

《４月》
（有）松田商事 名宝岡崎店様、天野様、島津様、岡崎ｽｸｴｱﾀﾞﾝｽｸﾗﾌﾞ様、匿名様
《５月》
（有）松田商事 名宝岡崎店様、常様、匿名様
《６月》
（株）BOSTONｰBAG様、匿名様
《７月》
（有）松田商事名宝岡崎店様、菅沼様、岡崎市役所OB様、五郎畑様、上川様、ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ整備株式会社様、匿名様
《８月》
萬屋様、水野様、昭和62年3月矢作北中学校卒業生有志様、稲垣様、ｷﾞｬﾗﾘｰ喫茶ｲﾌﾞ様、萩原様、岡田様、杉浦様、
東三河教育事務所OB 水野会有志様、 （有）松田商事 名宝岡崎店様、株式会社ﾃﾞﾝｿｰ様、匿名様

お 知 ら せ
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。
発行

社会福祉法人

岡崎平和学園

Eメール heiwa-g＠giga.ocn.ne.jp

〒444-0811 愛知県岡崎市大西町字揚枝12番地
TEL（0564）22－4220 FAX（0564）22－4222
ホームページ http://www.okazaki-heiwa-gakuen.jp

