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岡崎平和学園 広報誌

『今』～笑顔～
施設長 小笠原 寛

うれしい報告があります！
高校3年生の二人に就職の『内定通知書』が届きました！
一人の子は、高校の部活動に情熱を注ぎながら、昔から
なりたかった調理師か食品関係の仕事の中から、食品製
造業の正社員に内定が決まりました。
もう一人の子は、高校で資格取得（日商簿記2級等）に燃
えながら、目標であった大手自動車関連会社の正社員に
内定が決まりました。
「岡崎平和学園は、どうあるべきか？」と考えた時に、どんな生い立ち・背景の子どもでも、すべての
子どもたちが夢や目標に向かって、平等に挑戦できる場所でありたいと考えています。この二人も、こ
れまでに多くの苦労や困難を乗り越えて、『今』を築いてきました。
岡崎平和学園の『今』は、大きな転換期にあります。建物の老朽化やグランド浸水等の大きな課題が
あり、新たな土地への移転と新しい学園の建設を進めています。そして、資金面でも非常に苦労して
おり、さまざまな形の支援を頂いています。
今まで学園を応援して頂いた方々が中心となり、建設募金委員会を立ち上げて、募金額1億円とい
う目標で活動してくださっています。11月末現在、多くの方々からのご支援があり、約55％（5500万
円相当）まで到達することができています。
また、6月1日から6月30日までの間に、クラウドファンディングでの募金活動も挑戦しました。その結
果、全国各地、さらに海外から約400名のご支援もあり、739万円と大きな目標を達成することができ
ました。
これらの活動を通して、児童虐待や子どもの貧困等の胸を痛めるような社会問題に、岡崎平和学
園の果たすべき重要な役割や生活する子どもたちの頑張る姿に、共感して頂き、温かな思いとご支
援に繫がったのではないかと感じています。
その中で、ある一人の支援者の方から、シャープ（株）創業者早川徳次氏の言葉を教えて頂きまし
た。
「人生の幸せは自分の力だけで克ちとれるものではない。知らずしらずのうちに、いろんな人や社会のお
世話になって築かれていくものである。これは一つの借りである。返さなくてもすむ借りかも知れないが、私
は感謝して返していきたい。」
この言葉を教えて頂いた時、この方だけではなく、『今』をご支援して頂いているボランティアや地域
の皆様の『笑顔』が自然と思い浮かびました。同時に、私自身も努力し続ける『理由』と岡崎平和学園
を巣立っていく子どもたちがどんな大人になってほしいのかという『答え』がこの言葉の中にありました。
皆様の『笑顔』に支えられ、子どもたちが『笑顔』で生活できる岡崎平和学園の『今』が築けています。
今後も感謝の気持ちを大切に、子どもたちと職員一同、精一杯努力して参ります。
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主な年間行事

５月
下旬 幼稚園 保育参観
中旬 中学校 総合体育大会
２５日 小学校 運動会
２７日 サーカス招待
６月
８日 幼稚園 家族参観
中旬 幼稚園 遠足
２３日 子ども会球技大会
７月
１５日 大相撲名古屋場所 招待
下旬 幼稚園 夏祭り・星見会
３１日 野球観戦 招待

６月１日 ドッチボール大会
地域の方々やボランティア・団
体の方々が参加してくださり、
大人も子どもも一緒に汗を流し
ました。当たらないよう逃げる
子や果敢にボールを奪いに行く
子プレースタイルは様々ですが、
皆、思いやりを持って試合をす
る事ができていました。

６月２日 田植えまつり

７月２９日 悠紀の里 夏祭り

子どもたちがイメージする
“お祭り”とは少し違います
が、学校で田植え体験をし
ている子達は興味を持って
見学していました。
「あんなにまっすぐきれい
に植えられるの凄いね」と
話している子もいました。

今年も子ども達と参加させて
いただきました。盆踊りや抽
選会また屋台でのかき氷や焼
きそば、輪投げやボール投げ
など子どもたちには魅力的な
物ばかりでとても楽しい時間
を過ごす事ができました。
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８月
２日 ディズニーオンアイス 招待
25・26日 映画鑑賞 招待
２６日 あゆつかみ 招待

９月
１７日 小学校 山の学習
２１日 中学校 体育大会
１０月

６日
中旬
２０日
下旬
下旬

白鳥まつり
幼稚園 運動会
岡崎平和学園 運動会
幼稚園 遠足
小学校 学芸会

11月
上旬
３日
９日
１０日
２３日
３０日

幼稚園 給食参観
六ツ美南部学区こどもまつり
ＵＳＪ招待
学区体育祭
竜小フェス
日産労連招待
スターターズセミナー

令和元年度 ８月１９日・２１日
愛知県児童福祉施設入所児童 球技大会
ソフトボール 準優勝!!
今年は5チームのリーグ戦で
実施されました。どのチーム
も総力戦でいろんな意味であ
つい試合となりました!!

卓球
年間通して練習し、力を
つけ、チームとしても団結
して試合に臨みました!!個
人戦では昨年よりも成績が
良かった子が多く、来年こ
そは優勝です☆

１１月１７日 音楽の集い～豊川大会～
音楽の集いに参加させていただ
き、「一天濤快」「よっちょれ」
を披露させていただきました。踊
りも声も全力で笑顔は満点でし
た!!
練習の時から元気いっぱいで楽し
そうに踊っていました。
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主なボランティア行事

ふれあい球技大会
トヨタ自動車ＳＸ会上郷支部様

交流
自衛隊の皆様

草刈り活動
ジェィテクト岡崎支部様

環境整備＆交流
トヨタ自動車ＳＸ会高岡支部様

芋掘り＆交流＆昼食会
キッチンマスターズ様

流しそうめん体験
元山会様

ああああああああ

清掃活動
デンソー工業学園様

夏祭り
燦々会様

上郷まつり
トヨタ自動車ＳＸ会上郷支部様

夏祭り招待
丸栄工業様

映画鑑賞会
岡崎ＢＢＳの皆様

園庭の整備
庭師の皆様
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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

さわやかホリデー招待
デンソー幸田製作所様

いもほり・交流
キッチンマスターズの皆様

清掃活動・交流
ああああああああ
トヨタ自動車高岡職場会様

フェスティバル招待
アイシンＡＷ様

デンソーはーとふるまつり招待
デンソー様

環境整備
デンソー幸田製作所様 主催

清掃活動
ダスキン岡崎堂前様
岡崎平和学園では企業
や・団体はもちろん個人
のボランティアの方々に
よるダンスや卓球・学習
などたくさんの支援をし
て頂いています。そんな
皆様のお力で子どもたち
は元気に生活
する事ができ
ています！
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真心募金贈呈式
トヨタ自動車ＳＸ会様
トヨタ自動車ＳＸ会様より
【真心募金】を頂きました。
皆様の温かなお気持ちを岡崎
平和学園へ届けて頂きました。
スポーツ用品や生活必需品な
ど購入させて頂きます。本当
にありがとうございました。

～広がる支援と応援の『輪』～
皆様、ありがとうございました！
挑戦期間：令和元年6月1日（土）～令和元年6月30日（日）

総勢400名近くの方々に応援していただき、無事プロジェクトを成功
させることが出来ました!! このクラウドファンディングをきっかけに
岡崎平和学園の事をたくさんの方に知って頂く機会となりました。
本当にありがとうございました!!
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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
《５月》
山﨑様、岐阜屋物産（有）様、旭軒元直様、小林様、株式会社VEheart様、山本様、火曜会様、オーギヤ安城店様
おてらおやつクラブ明願寺様、(株)デンソー幸田製作所様、国際ソロプチミスト岡崎様、丸大産業株式会社様、
愛知県信用農業協同組合連合会様、 (株)オータ 岡崎店様、NPO法人日本家庭教育再生機構すくすく合奏団様、
（株）チュチュアンナ様、イクサム岡崎西店様、東ソー・ニッケミ（株） 名古屋営業所様、（株）ニイミ様
中日ホール竹谷店様、東海アイスクリーム協会様、(有)小久井農場様、袴田様、トヨタSX会上郷支部様、匿名様
《６月》
白鳥子ども会様、ボランティア団体「アグア・ヴィヴァ」様、PAO幸田店様、SLOT HEAVEN WIN様、佐藤様
岐阜物産有限会社様、おてらおやつクラブ明願寺様、東ソー・ニッケミ株式会社 名古屋営業所様、旭軒元直様
トヨタSX会高岡支部様、（株）リカーマウンテン様、NPO法人ももの木保育園 親子文化を育てる会様、
丸大産業株式会社様、栄屋乳業株式会社様、中日ホール竹谷店様、一般社団法人 親切会中部支部様、
オーギヤ安城店様、 (株)オータ 岡崎店様、イクサム岡崎西店様、キッチンマスターズ岡崎様、匿名様
《７月》
山本様、PAO幸田店様、おてらおやつクラブ明願寺様、ミツビシ社宅様、岡崎市漁業協同組合様、小林様、
キッチンマスターズ様、常光院様、デンソーファシリティーズ様、（株）豊田自動織機様、イクサム岡崎西店様
厚生労働省政策総括宮付労働政策担当参事宮室 調整第二係様、丸大産業株式会社様、須賀様、ユーリカ基金様
特定非営利活動法人 夢シート様、（株）オータ 岡崎店様、森山様、おてらおやつクラブ浄土宗松明院様、匿名様
《８月》
（株）ニイミ様、おてらおやつクラブ明願寺様、(有)小久井農場様、アイシンAW労働組合様、浜原様、松山様
コストコホールセールジャパン株式会社 中部空港倉庫店様、オーギヤ安城店様、豊橋平安寮様、大西一区総代様
行安様、住友生命保険相互会社 岡崎葵支部様、名古屋市ソフトボール協会様、原田様、イクサム岡崎西様、
近藤産興株式会社様、漁業協同組合様、愛知県信用農業協同組合連合会様、(株)オータ 岡崎店様、燦々会様
コカコーラボトラーズジャパン株式会社中部日本営業部 愛知チェーンストア営業部・総務本部様、森山様
公益社団法人岡崎法人会 甲山支部・美川支部・東部支部様、岡崎市学校経営委員会様、小林様、中部善意銀行様
丸大産業株式会社様、（株）セブンイレブン・ジャパン様、匿名様
《９月》
（株）ニイミ様、おてらおやつクラブ明願寺様、川崎様、米米クラブ様、丸栄工業様、横山様、粂様、森山様
（株）チュチュアンナ様、栄屋乳業株式会社様、オーギヤ安城店様、常様、きらら岡崎様、白鳥子ども会様
トヨタ高岡工場品質物流課様、今井様、スイーツヴィレッジ ナカノ 和洋菓子 穂積屋様、幸村様、小林様
スクエアダンス様、オータ岡崎店様、丸大産業株式会社様、岐阜物産様、匿名様
《１０月》
コマニー（株）様、コカコーラボトラーズジャパン（株）様、根石小学校福祉委員様、（株）ニイミ様、
トヨタＳＸ会本社第二支部様、白鳥子ども会様、イクサム岡崎西店、おてらおやつクラブ明願寺様、浜原様
トヨタＳＸ会本部様、デンソー幸田製作所様、早川様、名古屋キリストの幕屋様、（有）小久井農場様、那須様
ニューホライズンプロジェクト 相原様、オータ岡崎店様、オーギヤ安城店様、佐藤様、キッチンマスターズ様
岡崎ＳＣＡＲＥＣＲＯＷＳＤＣ様、丸大産業株式会社様、有楽製菓（株）様、明治安田生命様、川崎様、匿名様
《１１月》
常光院様、森山様、青山様、六ツ美南部ＰＴＡ様、国際ソロプチミスト岡崎様、小林様、中日ホール竹谷店様
おてらおやつクラブ明願寺様、藤井様、竜美丘学区子ども会連絡協議会様、アイシンＡＷ岡崎工場様、青山様
カルビー株式会社様、丸大産業株式会社様、ギャラリー喫茶イブ様、デンソー幸田養技会様、岐阜屋物産（有）様
ＪＡ愛知三河 園芸農産課様、イクサム岡崎西様、（株）ニイミ様、オーギヤ安城店様、オータ岡崎店様、
（株）デンソー幸田製作所様、全国児童養護施設総合寄附サイト運営事務局様、野澤様、匿名様
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寄附
《５月》
栗田商事様、光ケ丘女子高等学校様、鈴木様、㈱松田商事 名宝岡崎店様、
1ゾーン8クラブ合同アクティビティ実行委員会様
《６月》
太田様、吉野様、加藤様、島津様、藤井様、粂様、デンソーはあとふる基金様、山田様、岡崎北部248発展会様
藤居様、伴野様、副島様、本間様、岡崎竜城ライオンズクラブ様、氏橋様、岡崎市役所従業員労働組合様、
㈱アトラス陸運様、彦坂様、㈱クオリア様、住友生命愛知東支社 岡崎ブロック一同様、あい21株式会社様、匿名様
《７月》
㈱松田商事 名宝岡崎店様、中西様、共栄商事株式会社様、菅沼様、岡崎さくらライオンズクラブ様
柴田様、堀田様、矢野様、岡崎オカリナ合奏団様、山本様、匿名様
《８月》
粂様、鈴木様、㈱デンソー様、㈱松田商事 名宝岡崎店様、匿名様
《９月》
住友生命 岡崎葵支部様、吉澤様、㈱松田商事 名宝岡崎店様
《１０月》
岡崎友の会様、トヨタ自動車㈱ＳＸ会様、㈱デンソー 幸田製作所様、中村様、名豊観光㈱ 名宝岡崎店様、
日本胎教協会様
《１１月》
堀田様、大西一区町内会様、藤井様

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

発行

