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～サツマイモの収穫～
敷地内の畑に植えたサツマイモを収穫しました。

葉・つるを刈る子、土を掘り起こす子、見えた
芋を丁寧に掘りだす子など、役割を子どもたち
自身が分担する様子は慣れたものです。特に高校生
は、苗を植える時にも行なった畝作りをしっかりと
覚えていたようで、収穫後の土を耕し盛り上げる
作業も並行して行なってくれました。その姿を見て
いる中学生・小学生が、来年・再来年は自分たちがその作業を手伝う番となります。
貴重な機会を大切にしていきたいと思います。

引越しから２年

施設長 小笠原 寛

令和２年４月に大西町から国正町に引越して、約２年
が経ちました。
以前の平和学園の特徴は、多くのボランティアや地域

の方々との交流を通して、子どもたちの声や姿を直接見
ていただくことでした。しかし、新型コロナウイルスの
感染予防対策を実施していく中で、なかなか子どもたち
の様子・声を皆様に直接発信する機会がありません。そ
こで今回のポプラでは、前回好評をいただきました「子
どもたちの声と職員の思いⅡ」（保育日誌の中より抜
粋）を皆様に改めてお伝えさせていただきます。

平和学園での生活

～子どもたちの声と職員の思いⅡ～

～みんなでお掃除～
年末の大掃除をしました。幼児と小学生がペアになって窓

ふきをしましたが、年上の子が率先して幼児さんに教えてい
ました。小学生の子が、「お掃除好きになったかもしれな
い」と照れくさそうに話しており、いい経験となったようで
す。自分たちの生活する場、使う場所をきれいにする事を大
事にして、掃除の大切さを子ども達に伝えていきます。

～日常の運動～
学園で行っているサッカーで、今までは淡々

とプレーし必死さや一生懸命さが欠けている
部分がありましたが、最近は周りの中高生や
職員の姿を見て、「自分もついていこう！」と
気持ちの入ったプレーが見られています。
自発的に行動していく事や自己表現の場として、
心の成長に繋げていく時間にしていきたいと思います。



学校での様子

～小学校との連携～
毎日お知らせカードで、学校と施設での様子を

相互に伝えあっています。学校側と施設側が双方
に理解し合い、一緒になって子どもたちの課題に
対しての支援を共有し、温かく協力していただけ
ることに感謝しかありません。連携し子どもたち
の成長を支えていきたいです。

地域での様子

～ドッチビー大会～
今年も子ども会のドッチビー大会に参加させて

もらいました。近隣地域の子ども会さんと合同
チームを作りました。地域の子も、平和学園の
子もみんな一緒に楽しむ様子を見ていてうれし
く思いました。あたたかな地域に支えられて、
子どもたちは育っています。

～中学生の成長～
学校の担任より「Yさんが毎朝、下駄箱掃除を

率先してやってくれるようになり、それが他の子
に波及して、全体に良い影響が出ている」と電話
がありました。本児が学校からそのような形で褒
められることは今までなく、驚きと同時に感動し
ました。この事が本児の大きな自信となり、学校
へ行くのが楽しみで仕方ない様子です。

～多くの支援～
コロナ禍で、いろいろな行事がなくなっています。しかし、クリスマスや年末になり

多くの方から、思いのこもった寄贈を頂いています。日頃、平和学園を陰から支えて支
援してくださる方の多さに改めて驚かされます。子ども達の姿がなければこのような支
援は続いていかないと感じます。一つひとつの支援してくださる方の思いを子ども達に
伝えていきます。
（まだまだお伝えしたいことはたくさんありますが、紙面の都合上、以上のものを取

りあげさせてもらいました。）



A君へ
これから建築の現場で、貴方はたくさん苦労すると思います。ただ、持
ち前の明るさと前向きさを武器に頑張っていけると思います。これまでA
君を支えてくれた人たちから学んだ事を…絶対に忘れないでください。

Bちゃんへ
貴方の笑顔は、人を元気にする力があります。これから出会う人たちに
も、元気と勇気を与えられる人でいてください。Bちゃんなら、それがで
きる人だと思います。

C君へ
多くの苦労をしてきた貴方だからこそ、人のために働ける人になれると
思います。数年後には、日本を守る最前線で奮闘し、凛々しくも優しいC
君の姿がはっきりと目に浮かびます。

Dちゃんへ
多くの資格を取得し、数々の栄誉を獲得してきました。ただ、この栄誉
にたどり着くまでに、Dちゃんが陰でどれだけ悩んで、努力してきたのか
を私たちは知っています。これからも輝かしい未来を作ってください。

みんなと共に過ごした時間が、私たちの誇りです。またいつでも帰って
おいでね！

完

このように、元気な「子どもたちの声・姿」と温かな「職員の思い」の
溢れている平和学園ですが、私からも1つ報告させて頂きます。
高校生3年生４名が、卒業と巣立ちを迎えることができました。4名の就
職先は、自衛隊・事務職・自動車関係・建築関係、全員正社員と素晴らし
い実績を残してくれました。私が現場で児童指導員をしていた時から、本
当に多くの苦楽を共にしてきた子どもたちです。この子たちとこれまで歩
んできた『思い』は溢れんばかりです。今回のポプラは、この子どもたち
に送った言葉で締めさせて頂きます。



＃ソフトボール大会

＃真心募金

＃オンラインみかん狩り

＃デンソーハートフルフレンド様

＃サッカーゴール・ビブス

MONTHLY TOPIC!

＃野球交流

＃フタバ産業様＃KORIN CAFE

＃みかん狩り 中継先

トヨタ自動車ＳX会様より

真心募金をいただきました。

フットサルゴールやビブス

を購入させていただきました。



＃体育大会

＃フットサル大会

＃クリスマス

＃ドッジビー大会

＃映画鑑賞

＃岡崎法人会様

＃防球ネット整備

＃岡崎城南ロータリークラブ様

＃芋ほり ＃運動会＃卓球大会

＃サッカー観戦招待

＃MINEZAWA様 ＃マラソン大会



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》
須賀様、旭軒元直様、一般社団法人世界アーチング協会様、一般社団法人福祉相談所オハナ様、岐阜屋物産有限会社様、小林様、水野様、魚信様、中部善意銀行様、（株）ニイミ様、
丸大産業株式会社様、東海アイスクリーム協会様、おてらおやつクラブ明願寺様、ＮPO法人気持ちを届ける会様、Ｂakery Ｈachi様、ワクワク隊様、中日ホール岡崎店様、加藤様、
マックスバリュ東海株式会社様、マックスバリュ岡崎美合店様、スマイルスタジオ様、株式会社チュチュアンナ様（株）オフィス・ショウ日本語教室様、（株）オータ岡崎店様、匿名様

《６月》
キッチンマスターズ岡崎様、PAO幸田店様、岐阜屋物産有限会社様、（株）オータ岡崎店様、Ｂakery Ｈachi様、ワクワク隊様、キッチンマスターズ清水様、共栄商事株式会社様、
一般社団法人親切会中部支部様、栄屋乳業株式会社様、岡崎城南ロータリークラブ様、デンソ―幸田製作所様、丸大産業株式会社様、魚信様、常様、竜南・美川ブロック民生委員様、
コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社様、名古屋市第一赤十字病院様、ニイミ（株）様、新野様、菅沼様、おてらおやつクラブ明願寺様、「おやすみルーシー」製作チーム代表様、
那須様、匿名様

《７月》
中部善意銀行様、NPO法人国際ソロプチミスト岡崎様、岐阜屋物産有限会社様、キッチンマスターズ清水様、加藤様、岡崎友の会様、国正町総代様（株）ニイミ様、燦燦会様、
豊田通商株式会社様、Ｂakery Ｈachi様、ワクワク隊様おてらおやつクラブ明願寺様、（株）オータ岡崎店様、須賀様、NPO法人ニューホライズンプロジェクト相原様、小林様、
丸大産業株式会社様、小林様合同会社ダイユウ様、トヨタ自動車高岡工場 HUREAI様、火曜会様、扶桑電通株式会社 中部支社様、アイシン労働組合様愛知県信用農業協同組合連合会様、
NPO法人 フードバンク愛知様、匿名様

《８月》
樅山様、岐阜屋物産有限会社様、おてらおやつクラブ明願寺様、NPO法人ニューホライズンプロジェクト相原様、魚信様、（株）MINEZAWA様、武ちゃん農場様、中部善意銀行様、
株式会社トヨタシステムズ様、Ｂakery Ｈachi様、ワクワク隊様、五郎畑様、 （株）ニイミ様、デンソ―幸田製作所様、岡崎法人会 甲山支部様・美川支部様・東部支部様、
コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社様、（株）オータ岡崎店様、国際ソロプチミスト岡崎様、丸大産業株式会社様、MINEZAWAファーム様、キッチンマスターズ清水様、匿名様

《９月》
公益財団法人 岡崎市学校給食協会様、おてらおやつクラブ興蓮寺様、岐阜屋物産有限会社様、ＰAO幸田店様、野澤様、おてらおやつクラブ明願寺様、常様、栄屋乳業株式会社様、
Ｂakery Ｈachi様、ワクワク隊様、丸大産業株式会社様、NPO法人フードバンク愛知様、株式会社包む様、田淵様、つるや様、魚信様、（株）オータ岡崎店様、文屋様、（株）ニイミ様、
株式会社チュチュアンナ様、ポッカサッポロフード&ビバレッジ株式会社様、匿名様

《１０月》
ISOO様、MIKI様、PAO幸田店様、岐阜屋物産有限会社様、おてらおやつクラブ明願寺様、Ｂakery Ｈachi様、ワクワク隊様、キッチンマスターズ岡崎様、岡崎社会福祉協議会様、
根石小学校様、フタバ産業様、トヨタ自動車（株）ＳＸ会様、株式会社ゼンショーホールディングス様、野澤様、早川様、白井様、トヨタ自動車（株）ＳＸ会高岡支部様、
丸大産業株式会社様、株式会社ジェイテクト様、株式会社ニイミ様、株式会社名古屋グランパスエイト様、峯岸様、社会福祉法人中部善意銀行様、株式会社クオンテックス様、
（株）オータ岡崎店様、小林様、六ツ美南部学区社会教育委員会様、（株）MINEZAWA様、（有）小久井農場様、ＮPO法人ニューホライズンプロジェクト相原様、古長様、匿名様

《１１月》
株式会社ニイミ様、NPO法人生活支援機構ALL様、中部善意銀行様、ソフトボール協会村本様、岐阜屋物産有限会社様、魚信様、福澤様、加藤様、鈴木様、おてらおやつクラブ明願寺様、
Ｂakery Ｈachi様、ワクワク隊様、共栄商事株式会社様、芳とも庵様、広幡学区民生委員様、国際ソロプチミスト岡崎様、松山様、JAあいち三河様、フタバ産業様、山田様、井上様、
（株）MINEZAWA様、デンソ―幸田製作所様、愛知県信用農業協同組合連合会様、丸大産業株式会社様、中日スロットホール様、（株）オータ岡崎店様、全国シャンメリー協同組合様、
匿名様

《１２月》
おてらおやつクラブ明願寺様、岐阜屋物産有限会社様、（株）ニイミ様、峯岸様、山崎様、市野様、大井様、デンソー幸田製作所様、ＰＡＯ幸田店様、株式会社トヨタシステムズ様
全日本司厨士協会 愛知県本部 西三河支部様、岡崎燃料商業協同組合様、株式会社ゆうちょ銀行様、アイシン様、田淵様、フィリップモリスジャパン合同会社 岡崎ユニット営業所長様
Ｂakery Ｈachi様、ワクワク隊様、マイスター株式会社 名古屋営業所様、（株）都筑様（株）キンブル様、（六名・三島・竜美丘）学区福祉委員会様、小林様、柴田様、小久保様
亀山様、あいち三河農業協同組合井内支店運営委員会様、栄屋乳業株式会社様、日本鏡餅組合様、ワールドメイド様、トヨタ自動車ＳＸ会生管物流支部様、須賀様、長屋の星飛雄馬様
（有）梅村サッシ工事 大野・朝海様、丹内様、中部善意銀行様、丸大産業株式会社様、（株）オータ岡崎店様、ギャラリー喫茶イヴ様、常光院様、株式会社名古屋食糧様、柴田様
おてらおやつクラブ久遠寺様、おてらおやつクラブ松明院様、早川様、魚信様、丹羽様、井上様、ムーンバット株式会社様、フィリップモリス西日本様、（有）小久井農場様、小林様
内海産業株式会社 名古屋支店様、愛知県共同募金会様、愛知県ミカタ運輸株式会社様、連合愛知三河中地域協議会様、デンソーファシリティーズ様、ＮＰＯ法人おかざき農遊会様
株式会社チュチュアンナ様、株式会社マルヨ様、あい２１様、株式会社Ｚero to Ｏne様、幸村様、ＣＢＣチャリティー募金様、濱中様、すずや様、匿名様

《１月》
（株）オフィス・ショウ日本語教室様、緒方様、（株）オータ岡崎店様、絵本作家 のぶみ様、丸大産業株式会社様、小林様、岐阜屋物産有限会社様、株式会社日本教文社様、さくら会様
小出様、おてらおやつクラブ明願寺様、キッチンマスターズ岡崎様、青山様、大洋荷役株式会社様、松野製作所様、（株）ニイミ様、鳥原様、Ｂakery Ｈachi様、ワクワク隊様、匿名様

《２月》
ＰＡＯ幸田店様、おてらおやつクラブ明願寺様、小林様、フィリップモリスジャパン合同会社 岡崎ユニット営業所長様、株式会社Ｚero to Ｏne様、豊田通商株式会社様、
（株）ニイミ様、ＪＡあいち経済連 米殻部様、Ｂakery Ｈachi様、ワクワク隊様、キッチンマスターズ岡崎様、石田様、丹羽様、国際ソロプチミスト岡崎様、魚信様、伝正院様
（株）オータ岡崎店様、社会福祉法人 中部善意銀行様、岐阜屋物産有限会社様、匿名様

寄附
《５月》
稲垣様、名豊観光㈱ 名宝岡崎店様、匿名様
《６月》
共栄商事株式会社様、名豊観光㈱ 名宝岡崎店様、匿名様
《７月》
青山様、岡崎市役所従業員労働組合様、株式会社 グリーン様、
ブルドーザー整備株式会社様、名豊観光㈱ 名宝岡崎店様、匿名様
《８月》
菅沼様、髙橋様、名豊観光㈱ 名宝岡崎店様、匿名様
《９月》
髙橋様、原田様、名豊観光㈱ 名宝岡崎店様、匿名様
《１０月》
石川様、中村様、大宮様、トヨタ自動車株式会社ＳX会様、高橋様、匿名様
《１１月》
名豊観光（株） 名宝 岡崎店様、萬屋様、福澤様、森整形外科 森様、
高橋様、鈴木様、匿名様

《１２月》
大山様、第一生命労働組合 岡崎営業職支部様、真多呂人形 智の会様、高橋様
近藤様、宗教法人祥光院清算人 中倉様、六名学区民生委員 児童委員協議会様
岡崎SCARE CROW様、（有）梅村サッシ工事様、岡崎美術協会様、菅沼様
リリースステーションおかざき様、ＮPO法人ニューホライズンプロジェクト様
株式会社デンソーファシリティーズ 従業員一同様、亀山様、酒井様、久米様
株式会社デンソーファシリティーズ様、開成不動産 鈴木様、氏橋様、
ギャラリー喫茶イヴ様、名豊観光（株） 名宝 岡崎店様、匿名様
《１月》
髙橋様、宇野様、ダイコウペット 中村様、匿名様
《２月》
名豊観光㈱ 名宝岡崎店様、高橋様、石田様、
一般社団法人 生命保険協会 愛知県協会様、匿名様



～当施設への支援のご紹介～

※公共の交通機関でお越しの場合
ＪＲ（東海）『 岡崎 』駅下車 徒歩３０分
またはＪＲ岡崎駅西口発（高須経由西尾行）
『国正』バス停下車 徒歩２分

※お車でお越しの場合
東名『 岡崎Ｉ.Ｃ 』より幸田 ・西尾方面へ約２０分

場所とアクセス

社会福祉法人 岡崎平和学園
〒444－0214  愛知県岡崎市国正町字下川田12番地
ＴＥＬ （0564）43‐0033
ＦＡＸ （0564）43‐0036
ＭＡＩＬ: heiwa‐g@giga.ocn.ne.jp
ＨＰ: http://www.okazaki‐heiwa‐gakuen.jp

いつもありがとうございます‼


