
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

  

 

   

 

岡崎平和学園 
後援会協賛 

Ｈ２２．１１．３０

ＮＯ．３６３

この秋も子どもたちはたくさんの思い出をつくることができました。そして、数多くの方々から温かいお気持ちを平和

学園に注いでいただきました。日々の地域の方々との交流や学習・園児支援・環境整備等のボランティアの方々のお力

添えと合わせて、各種団体や企業の方々からのイベントや行事を通しても岡崎平和学園を支えていただいています。

8月11日 
盆踊り 

8月19日 
球技大会卓球 

8月24日 
球技大会ソフトボール 

8月28日  岡崎法人会 
映画観賞招待「トイ・ストーリー３」 

9月2日   モアナハワアンズ 
ハワイアンコンサート 

8月26日～28日 高校生交流会 

9月4日  中部善意銀行 
ユニバーサルスタジオ招待 

9月11日  同朋大学 
明泉寺チャリティコンサート 

ほほえみクラブのみなさんありがとうございました。楽しく

盆踊りを踊り、おいしくジュースとドーナッツを頂きました。

8月21日 
フット 岡崎市子ども会球技大会 

 個人戦で3位入賞でした！！次年度も頑張

ってほしいです。 

一回戦負けでしたが、やる気と一生懸命さと礼儀という面

では、どのチームにも負けていなかったと思います。 

本物の演奏を生で聴くことができて、子どもたちは、ジャズをも

う一度聞きたいとうれしそうに言っていました。 

初めての新幹線・ＵＦＪに子どもたちは、まさに夢のような時間を

過ごせたと思います。最高の笑顔を見ることができました。 

子どもたちは、目まぐるしく変わる衣装にくぎづけでし

た。一緒に踊っている子もいました。 

はじめての３Ｄということで、子どもたちはとても興

奮して帰ってきました。素敵な時間を過ごせました。 

竜美新町子ども会と合併チームを作り、学区、ブロ

ック大会と勝ち進み、市の大会にコマを進めました。

1回戦で負けましたが、来年リベンジに燃えています。

 2 名の高校生が参加しました。自分の将来のビジョンに近づくための

知恵を多くの参加者から貰い、行動に移すきっかけになったと思います。

9月11日   
野球観戦（立浪シート） 

今年 2 度目の立浪シートでした。子どもたちは、あまりの素晴らし

い席での観戦で、いつも以上に野球のすごさを肌で感じていました。 

 

 

一日一日を大事に生きる 

            園長 上川 清玄

 進行性筋ジストロフィ症を発症し、手足が衰え二十歳までの命と宣告された徳島県立養護学校（現特別支援学校）に通っていた生徒の詩

があります。 
 
   ぼくはなにがなんでも生きたい 一秒でも長く 
   光のある世界にふみとどまりたい たとえつらくてもいい 
   たとえ苦しくとも それでいいのです 
   ただ生きるのではなく 自分のできるはんいで なにかを求めて生きたい 
   どんなに淋しくとも どんなに悲しくとも ぼくは生きるのだ 
   嬉しいこともあるんだもの たった一度の人生なんだもの 
   一日一日を大事に生きるのだ 一度の人生なんだもの生きるんだ 
 
 つい自分を見失い投げやりに成りがちな状況の中であっても「何かを求めて生きたい」という真摯な生にたいする思いが心を打ちます。

 人の行動も心・意志が先行します。物を失ったらそれだけですみますが、意欲を失ったら全てを失うことにもなります。あの高校に入り

たい、大会で優勝したい、あの会社に入りたいと思うから、どんな苦しい勉強も、どんな厳しいトレーニングにも耐えられるのだと思いま

す。人間の行動を左右するものは内的な意欲であるといえましょう。 
 だんだんと寒さに向かう朝の早起きはちょっと辛いけど、さあガンバロウ！ 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9月11日 
デンソーボランティア 

9月20日 岡崎パブリックサービス 
映画招待 （アンを探して） 

9月26日 
幼稚園 運動会 

9月26日 
学区体育祭 

９月２７日 
ヤマヒロ水産慰問 

10月3日 
デンソー幸田さわやかホリデー 

10月5日 
フィリップモリス ボランティア 

10月９日 
白鳥まつり（相撲・お神輿） 

10月23日 
岡崎平和学園 運動会 

11月13日 
デンソー夢卵２０１０ 

10月2４日 
make a ＣＨＡＮＧＥ Ｄay 
地域ボランティア活動 

11月6日 
イモ掘り・焼きイモ 

10月21日 
トヨタ真心募金 贈呈式 

 今まで手が付けられなかった掃除場所や地震対策の為

の作業など、施設の安全と安心に寄与していただきまし

た。目立たない所ほど重要であるという事を教えていただ

きました。また、皆さんの一所懸命な顔が印象的でした。

子どもたちは、映画が大好きで、

いつも楽しみしています。 

 かけっこで頑張る子、創作ダンスで頑張る子、玉入れで頑張る

子、それぞれがとても真剣なまなざしで、成長を感じました。 

三菱社宅さんとの合同チームで参加しました。三菱社宅さんの

おかげで、子どもたちはとても楽しめました。後日の六所神社の

お祭りも楽しかったです。 

 今年も大きなマグロを目の前で解体していただき、とても

おいしいお寿司・鉄火丼・えびフライをいただきました。そ

してすてきな歌声もプレゼントしていただきました。本当に

ありがとうございました！！ 

初めて見る戦隊ショーや出店に子どもたちは夢中

でした。個人ボランティアとして行動を共にしてくだ

さる方と一緒に楽しい時間を過ごしました。 

毎年、木の剪定をしてくださる方々です。明るい

人柄が子どもたちを笑顔にしてくださいました。お

いしいお菓子もありがとうございます。 

 総勢約 250 名のご参加で盛大にとり行うことができました。半日

で時間も限られているなか、現業さん方には準備を、さくらライオン

ズさんには美味しい昼食を用意していただきました。地域の方々にも

頑張っていただいて、とても楽しい運動会となりました。 

トヨタ自動車の方々が真心募金という形で 1 年間、平和学園のた

めにと、募金をして頂きました。目に見える活動のふれあいボラン

ティアと、目に見えない心や知恵の活動、などなど多くの物を頂き

ました。1年を通しての幅広い活動をありがとうございます。 

 いつも支えてくださる地域の方々へ出来ることは

何か！を形にしよう！と、子どもたちが自分に出来

ることを考え、地域清掃とあいさつ運動を行いまし

た。８０キロのゴミが集まりました！！ 

相撲・お祭りと地域の伝統行事にふれる良い機

会でした。地域とのつながりを感じられる楽しい

一日でした。 

小久井農場さんのご協力・ご指導により、学園で収穫できた無農薬・

有機栽培のサツマイモを、サッカー教室・地域・平和学園の子どもた

ちみんなで、掘って焼きイモをしました。とっても美味しかったです。

デンソーさんの技術力、ユーモア、大きな力を感じるイベントでした。

子どもたちは、見るものすべてに驚きでした。「大人ってすごいなー」

この気持ちが子どもたちの将来に向けての大きな力になる事を信じて

います。 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 平和学園が子どもたちとって、よりよい成長と生活の場となるように、子どもたちには、児童会・アンケート等で意見・意向の把握を積

極的に行っています。さらに、昨年度より保護者の方を対象に、施設に関するアンケートを実施しています。それと同時に日頃から平和学

園を支えていただいている地域の方々に運動会に参加していただいたときにアンケートを実施しました。これらでいただいたご意見・ご要

望を今後の平和学園の施設機能の向上へとつなげていき、子どもたちのよりよい養育と支援が提供できるよう、理念の「すこやかに こど

もたち」と基本方針の実現を子どもたち・職員一同で目指していきたいと思っています。次ページに、アンケート結果と改善方法の一部を

掲示させていただきました。 

 
＊避難場所について 

・地震災害時  避難場所…竜美丘小学校 

・風水害時   避難場所…竜美丘小学校 

・火災害時   避難場所…平和学園グランド 

 

＊外出・外泊時の災害に備えて   ★保護者の方へのお願い★ 

・避難場所を決めておいて下さい。 

・食品、日用品の備蓄をするなど災害に対する備えをすすめてください。 

・災害伝言ダイアル「171」にて安否確認をします。災害伝言ダイアルの活用をお願いします。 

→冬の帰省時に以上の点について、再確認を行いたいと思いますので、不明な点等を来園時に確認してください。 

 

＊平和学園での災害についての取組み 

・起震車体験・消火訓練・不審者侵入・非常食体験・ＡＥＤの使用法・夜間訓練・水害の想定などを防災訓練・教育として実施 

・児童会・日常生活の中で伝達・指導（提示・説明 ： 「171」、災害時（地震・火災・風水害・不審者）の備え（準備）、災害時の対応、

あん＆あんマップ） 

・各種ボランティアと協力・連携して、災害教育・災害対策・居住環境整備を実施 

11月20日 
中部国際空港外出 

11月17日 
デンソーハートフル寄金 贈呈式 

11月27日 
デンソー 養技会幸田分会 寄贈 

11月14日 
デンソー幸田製作所募金 

11月15日   
お菓子寄贈 ＮＩＩＭＩ 

11月16日 
愛知昭和会ペンキ塗り 

11月22日 
園内研修 

11月22日 
デンソーＩＴソリューションズ 寄贈 

11月14日 
ワクワクフレンド 

デンソー幸田製作所で採れたミカンとさわやかホリ

デーの収益を平和学園へ寄贈していただきました。幅広

い活動と皆様の行動力に感謝しております。 

 愛地球博で自然を大切にする事を呼びかける活動を

されている方々が毎年、平和学園で自然なものを使った

クラフト作りを体験させて下さいます。 

デンソーハートフル寄金より平和学園の子どもたちのクリスマスプレゼント

となるように、子どもたちが喜べるようにと、地デジ対応のテレビとアンテナ

工事、団らんスペースのカーペットの交換をしてくださいました。楽しいクリ

スマスと年越しができる事を嬉しく思います。 

 法律相談で契約や携帯電話のトラブルや保証人について学びまし

た。子どもたちが自立していくうえでとても大切なことですので、

ここで学んだことを、しっかり子どもたちに伝えていきたいです。 

寄付金の贈呈を賜りました。ありがとうございます。6 名の方が来

て下さり、施設を見ていただきました。児童養護施設を知っていだた

けることを嬉しく思います。 

デンソー養技会幸田分会の方々が寄付金と、その日採った、採れたて

のミカンを頂きました。さっそく夕食のデザートとして皆で頂きました。

いつも、おいしいお菓子をありがとうございます。子どもた

ちは、豪華なお菓子に目をキラキラさせています。 

遊具など子どもたちの為にペンキを塗っていただき

ました。きれいになった遊具で楽しく遊んでいます。

災害時の対応についてのお知らせと平和学園の取組み 

電車での行き方・バスでの帰り方・空港での回る順序を子どもたち自身で考えまし

た。たくさんの経験をすることができました。良い思い出がつくれたと思います。 

ベリーダンスのボランティア（伎芸さん）の主催するイベントＫＩＰに招待していただきました。

民族ダンス、楽器、車椅子のダンス、チアリーディングなど多くの芸術を見せて頂きました。イベン

トは子ども達のことを考えて作られた、温かいイベントでした。この温かさが感じれる子どもになっ

て欲しい。そんな思いでいっぱいでした。 

11月21日 
ＫＩＰ 

連絡先   岡崎平和学園：0654-22-4220  

＊不通の場合は、災害伝言ダイアル「171」で安否確認をお願いします。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★平成22年度 施設に関するアンケート（保護者）★対象：全保護者 

実施方法：面会・外泊時に配布・説明して、回答は郵送可。無記名（来園のない保護者には郵送） 

回答：  13家族/54家族中  （21年度：21家族/57家族中 ＊22年度も同様の内容） 

★平成22年度 運動会に関するアンケート（保護者）★対象：運動会参加保護者 

実施方法：運動会参加時に実施。無記名 

回答：  11家族 

 

★平成22年度 運動会・平和学園についてアンケート（地域子ども会）★対象：運動会参加地域子ども会役員・保護者 

実施方法：運動会参加時に実施。無記名 

回答：  11家族 

内容：理念・基本方針について 

・家庭で育つ中でも、なかなか忘れてしまうことです。私自身も新たに考える機会になりました。 → 理念・基本方針

を全職員の共通基盤として、連携・協力して養育・支援をしています。 

・たくさんの子どもたちの世話は大変な事で心配をしています。 → 職員の増配置によるより充実した支援をすすめて

います。子どもが問題を抱えたときに適切な対応がとれるように、職員の研修等による積極的なスキルアップと心理司 2

名等の専門職の設置をすすめています。 

お子さんの生活について 

・気がきく子で優しくて助かっています。 → どの子も基本方針の「思いやりのある子に」なれるように職員一同頑張

ります。 

・もうちょっと服装を見ていただければ助かります。 → 小学生・幼児の衣類の購入についても、今年度から子どもた

ちの意向を聞き、各棟の職員が購入をおこない、子どもたちの選択の自主性と幅が広がるようにしています。衣類の質の

向上もすすめています。 

       職員の対応について 

・丁寧にお話しをいただいて現状が分って感謝しています。子どもの話を聞いていても、先生方をお慕いして信頼してい

ると思うことが多々あったので、私の気持ちを先生方が察してくださったのではと思わせられました。 → 今後も、保

護者の方と連携・協同して子育てをしていきます。 

・子どもに怒る時は怒ってください。 → 基本方針に反する「人が嫌がることをする、人に迷惑をかける、うそをつく、

思いやりがない、怠惰な行動」等の言動や行動には子どもたちの成長のためにしっかりした対応を心がけています。ただ、

職員自身が、いきすぎた不適切な対応にならないように、連携した職員全体での対応や自主点検（チェックリスト）等を

実施しています。 

       面会・外泊・帰省について 

・初めのときよりは、すごく元気になったことがビックリしました。 → 日々、子どもたちは成長しています。なるべ

く多くの面会・外泊・帰省で、子どもの成長を確認してもらえるとありがたいです。 

・体調等の申し伝えをして頂くと助かります。咳をしていたりすると、いつからなのか等、いつも一緒にいないので体調

不良はとても心配なので宜しくお願いします。 → 健康面について、ご心配なさるのは当然ですので、その点で連絡不

備があることについてはお詫びを申し上げなければいけません。面会係が面会等の調整をしていますが、日頃のケアをし

ている担当者との情報交換・連携も同様にできるようにしていきます。 

内容：運動会への意見・感想 

・子どもたちの運営で皆がとても楽しそうでした。今後も続けて欲しいと思います。 → 子どもたちも自主的に役割を決め

て、運営面でも頑張ってくれました。たくさんの子どもたちの笑顔が見られて、職員・来賓（児相・先生等）・地域の方も満足

していただけたようです。 

・午前だけでなく、午後も行って欲しい。 → 半日の日程については、半日でちょうどよかったという意見も多数見られた

ので、来年の検討事項とさせていただきます。 

運動家の開催時期・日程について 

・寒過ぎず、暑過ぎず、ちょうどいい時期でした。 

・土曜日でいい。・日曜日がいい。 → 各ご家庭の事情もあると思いますので、ご意見をまたおききします。

内容：運動会への意見・感想 

・初めて参加しましたが、本格的で楽しかったです。先生方の取組み方がすばらしいと思います。 

・毎年参加させてもらっていますが、明るくて楽しかったです。 → 子ども会のみなさまのご協力があって、スムーズな運

営と楽しい会にできたと思います。子どもたちのやる気に、平和学園側も励まされました。本当にありがとうございました。

平和学園の要望 

・いろいろなイベントや資源回収やドッチの練習までもお手伝いしていただけて、白鳥子ども会とこれからも交流をふかめて

ほしいです。 →こちらこそ、サッカーやお花見等にも参加していただけて、たいへん盛りあがります。子どもたちも、白鳥

祭りや資源回収の参加を楽しみにしています。なによりも、子どもたちの登下校や地域生活において、地域でのあたたかな見

守りをありがたく思います。 

・いつも子ども会への好意的に協力して下さり、とても感謝しています。地域の大人の関心のもち方で子どもたちにいい影響

を与えられるよう共に協力していきたいと思います。 → 本当に、涙がでるほどうれしいお言葉です。地域の方々には、ど

れほど感謝をしてもたりません。これからも、「地域の中の平和学園」でありたいと思います。よろしくお願いします。 

 

 


