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「 旅立ちの日に 」

施設長 小笠原 寛

今年度は、4名の子どもたちを社会へ送り出すことができます。私自身が施設長として、

はじめて送り出す子どもたち、そして児童指導員時代に関わりが深かった子どもたちにな
ります。その思いは計り知れません。

A君は自動車関連会社（正社員）に就職することができました。
私が14年前就職した時に、岡崎平和学園にやってきました。幼稚園の年中で、少し自信

なさげの子でしたが、運動が大好きで、よく一緒にサッカーやソフトボールをしました。今で
も一緒にサッカーをして遊びます。（遊びのレベルではなく、結構本気で勝負します！）
この子には「夢」をもらいました…。

高校生になり、甲子園を目指して硬式野球部で頑張っていました。2年生の時、甲子園予

選愛知大会の舞台に立つことができました。その姿を見た時のうれしさは今でも忘れませ
ん。震える思いで応援しました。

3年生になり、今度こそはと…思いも強かったのですが、ケガ等が原因で甲子園予選の舞
台に立つことができませんでした。そのとき「すいません…。」と涙を流しながら謝ってきた
時に、「そんなことないぞ…夢をくれてありがとう…。」と私も涙ながらに伝えたのを覚えてい
ます。

児童養護施設で働いていると、こんな幸せな出来事と出会うことができます。当然、苦労
もありますが、それを乗り越えて、子どもたちと分かちあえる瞬間は、言葉では言い表すこ
とができない程の幸せです。
他の3名の子どもたちも、税理士法人（正社員）、介護職（正社員）、大学進学（私大4年

制）と、いずれも輝かしい姿です。それぞれの子どもたちのこともお伝えしたいのですが、
数ページにもなってしまいますので、今回は控えさせていただきます。

岡崎平和学園を旅立っていく子どもたちへ、あなたたちが歩んできた道のりを誇りに思い
ます。そして、これからの輝く未来を心から祈っています。
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10月

11月

12月

７日 ピースプロジェクト
コンサート招待

９日 白鳥まつり
１３日 小学校 学芸会
１４日 フットヒマラヤ杯
２０日 ＵＳＪ招待

おかざきっ子展
２７日 スターターズセミナー

キッチンマスター

３日 中学校 文化祭
１７日 日産労連 招待
２５日 音楽の集い
２８日 小学校 マラソン大会
３０日 幼稚園 給食参観

２日 フットサル 招待
１０日 司厨士協会 慰問
１４日 シルクドソレイユ 招待
２３日 MAGIC PRINCEコンサート 招待
２２日 幼稚園 生活発表会
２４日 クリスマス会
２５日 フットサル大会
２６日 ファミリーミュージカル招待

ポ プ ラ

９月
８日 小学校 自由参観

２２日 中学校 体育大会
２９日 幼稚園 運動会

主な年間行事

クリスマスパーティー 慰問

司厨士協会様

今年も司厨士協会の方々がクリ
スマスパーティーを開催して下
さいました。美味しい料理にレ
インボー千葉さんのマジック
ショーなど楽しい時間を過ごす
事が出来ました。ありがとうご
ざいました。
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クリスマス会
岡崎さくらライオンズクラブ様

岡崎平和学園 運動会

10月21日に岡崎平和学園 運動
会が開催されました。児童、職員
をはじめ地域の子ども会、各種ボ
ランティア団体の皆様が参加して
下さり、デカパン競争で一緒に
走ったり、気持ちを合わせて跳ん
だながなわなど、大いに盛り上
がった運動会となりました。

フットサル大会
12月25日に愛知県施設長会主催
フットサル大会に参加しました。

中高生男子の部では準優勝!!
小学生男女・中高生女子の部では

優勝!!することができました。

年間通して練習してきた成果が
発揮されました。互いに声を掛け
あい、何より楽しんでフットサル
を行なえたことが一番です。

岡崎さくらライオンズの皆様によ
り、今年もクリスマス会を開催し
て頂きました。子どもたちの余興
でダンス発表やピアノ演奏また鳴
子の皆様にハンドベルの体験させ
ていただいたり、とても楽しい時
間を過ごす事が出来ました。



トヨタ自動車SX会様
真心募金

バーベキュー
小久井農場様

トヨタ自動車ＳＸ会様より【真心募金】
を頂きました。子ども達と相談し、スポー
ツ用品や生活必需品など購入させていただ
きました。大切に使用させていただきます。
本当にありがとうございました。

小久井農場の皆様にバーベキューへ
招待をして頂きました。たくさんの新鮮
な野菜やお肉、卵かけごはんは大人気で
みんな笑顔で過ごす事が出来ました。
本当にありがとうございました。また
岡崎平和学園移転のための建設募金・寄
附の贈呈式も行いました。皆様のご協
力・ご支援に感謝です。

平成31年3月吉日 発行第405号 ポ プ ラ



平和学園掲示板

○
月

○
○
日

×

曜
日

日
直

たくさんの寄附・寄贈ありがとうございます
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ふれあい交流
岡崎グリーン様

ふれあい交流
トヨタ自動車SX会 下山支部様

本社第二支部様

ゴスペル観賞
スマイルブルームクワイヤー様

デンソーハートフルまつり
デンソー様

デンソー夢卵 招待
デンソー本社様

クリスマス交流
ワールドメイド様
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交流・体験・勉強会
トヨタJDR様

クルまつり 自衛隊ブースのお手伝い
自衛隊の皆様

クリスマス 訪問
デンソーハートフルフレンド様

ふれあい交流
トヨタ自動車 高岡工場品質物流課様

みかん狩り＆バーベキュー招待
デンソー幸田製作所様

ふれあい交流
デンソー 悠仁様



発行 社会福祉法人 〒444-0811 愛知県岡崎市大西町字揚枝12番地

岡崎平和学園 TEL（0564）22－4220 FAX（0564）22－4222

Eメール heiwa-g.ocn.co.jp      ホームページ http://www.okazaki-heiwa-gakuen.jp

平成31年3月吉日 発行第405号 ポ プ ラ

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 】
《９月》
ポッカサッポロフード＆ビバレッジ株式会社様、住友生命(相)乙川葵支部岡崎葵支部様、旭軒元直様
PAO幸田店様、おてらおやつクラブ明願寺様、イクサム岡崎西店様、株式会社チュチュアンナ様、
（株）岡崎グリーン様、大竹様、野澤様、（株）ニイミ様、栄屋乳業株式会社様、粂充克様、森山様
丸大産業株式会社様、三菱地所株式会社中部支店様、特定非営利活動法人こどもハートクラブ様、
住友生命様、おてらおやつクラブ浄土宗松明院様、幸田町ボランティア連絡協議会様、匿名様
《１０月》
おてらおやつクラブ明願寺様、トヨタSX会本社第二支部下山支部様、大竹様、白鳥子ども会様
白鳥神社様、フィリップモリス・ジャパン様、柴田様、トヨタ自動車(株)SX会様、（株）オータ様
トヨタ自動車(株)SX会高岡工場品質物流課様、イクサム岡崎西店様、美容院パール様、早川様
たつみ第２幼稚園様、ニューホライズン様、（有）小久井農場様、丸大産業株式会社様、森山様
キッチンマスターズ岡崎様、戸井原様、柴田様、（株）ニイミ様、A・Y様、匿名様
《１１月》
A・Y様、デンソー本社様、株式会社VEheart様、愛知県信用農業協同組合連合会様、
おてらおやつクラブ明願寺様、野澤様、三小田様、渡辺様、（株）ニイミ様、日産労連愛知地協様
（株）デンソー幸田製作所様、国際ソロプチミスト岡崎様、愛知県スポーツ用品商業協同組合様
（有）小久井農場様、ニューホライズンプロジェクト様、大竹様、イクサム岡崎西店様
（株）オータ岡崎西店様、岡崎ローターアクトクラブ様、青山様、全国シャンメリー協同組合様
愛知県信用農業協同組合連合会様、ニューホライズンプロジェクト（有）オルイン様
医療法人糸洲医院ともキッズクリニック様、匿名様
《１２月》
デンソー幸田製作所様、（有）小久井農場様、おてらおやつクラブ明願寺様、火曜会様、鈴木様
(株)ニイミ様、特定非営利活動法人GハーモニーABCDE様、トヨタJDR CCC様、旭軒元直様、櫛田様
(有)梅村サッシ工事様、岡崎SCARECROW 岡田様、近藤様、岡崎燃料商業協同組合様、順賀様
バーバラハウス様、野澤様、名宝岡崎店様、株式会社善都様、日本鏡餅組合様、PAO幸田店様
名糖産業株式会社様、常光院様、大西１区町内会総代様、スマイルブルームクワイヤー様、大俣様
にじいろふうせん様、長屋の星飛雄馬様、株式会社都筑様、栄屋乳業株式会社様、（株）石川家具様
デンソー幸田製作所様、株式会社ゆうちょ銀行様、オータ岡崎西店様、（株）デンソー様、船木様
愛知ミタカ運輸株式会社様、中部日本放送株式会社様、濱中様、あい２１株式会社様、浜原様
中部善意銀行様、丸大産業株式会社様、日本特殊陶芸株式会社様、ギャラリー喫茶イブ様、市川様
株式会社名古屋食糧様、大和化成工業株式会社クリップファクトリーサークルメンバー一同様
イクサム岡崎西店様、味の集会場魚信様、高浜高等技術専門学校様、匿名様

【 寄附 】
《９月》
佐々木様、日比野様、㈱岡崎グリーン様、匿名様
《１０月》
鈴木様、㈲松田商事名宝岡崎店様、人形劇団とんかち様、田嶌様、浜原様、内田様、白鳥子ども会様、
トヨタ自動車㈱ＳＸ会様、ＢＩＮＫＡＮレーベル様、濱田様、ピースプロジェクト様、岡崎ロータリークラブ様、匿名様
《１１月》
㈱ＭＩＮＥＺＡＷＡ様、峰澤様、大西一区町内会様、㈲松田商事名宝岡崎店様、布施様、
㈱デンソー養技会幸田分会デンソーはあとふる基金様、匿名様
《１２月》
深津様、第一生命労働組合岡崎営業職支部様、常様、㈲松田商事 名宝岡崎店様、新東コーティング㈱様
岡崎市役所従業員労働組合様、㈱デンソーファシリティーズ様、 ㈱デンソーファシリティーズ 従業員一同様
青山様、竹田様、リバーサイド絵画展メンバー様、㈱デンソー幸田製作所様、藤井様、岡崎美術協会様
倉橋様、柴田様、メイユー㈱様、㈲小久井農場様、ギャラリー喫茶イブ様、冬青の会様、平田様、太田様、匿名様
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