
『岡崎平和学園安全委員会 ～巡りあい～』 
                                     

                               主任児童指導員 小笠原寛 
 

 平成25年1月30日、岡崎平和学園安全委員会が誕生しました。そして、平成29年2月3日に安
全委員会4周年記念集会を行いました。全児童・全職員・全委員が参加して、4年間の努力を祝
い、これからの成長を誓いました。内容は以下の通りです。 
・児童代表決意表明 

・感動・感謝表彰…高校3年男子                     
 
 
 
・水野校長ありがとうの会 
 
  

 
 
  
 
 特に、子どもたちが発案した「ありがとうの会」で、今年度でご退職される水野校長への歌（ふるさ
と：嵐）のプレゼントが印象的でした。そのワンフレーズが『巡りあいたい人がそこにいる やさしさ広げ
て待っている』でした。安全委員会を導入して、学校、児童相談センター、地域の方々が岡崎平和
学園の成長を応援してくれています。その取組の中で、子どもたちは素敵な『巡りあい』という財産を
手にしていると実感しました。 
 もう1つ、平成29年4月から岡崎平和学園は、全国児童福祉安全委員会連絡協議会の事務局
になります。この大役を任せていただけたのは、岡崎平和学園の安全委員会の取組が全国のモデ
ルとなっているからです。これからは、全国の児童養護施設へ子どもたちの安心・安全の保障と安
全委員会方式の普及・啓発の役割が期待されています。 
 今後もみんなで力を合わせて、安心・安全な生活を過ごしながら、笑顔あふれる岡崎平和学園を
つくっていきたいと思います。 
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 一つのお出かけとして楽しむ子ども、 
一年の始まりの決意を胸に秘めた子ども、 
受験に向けて合格祈願をする子ども、 
それぞれの思いは違いますが、皆で初詣 
へ出掛けました。 
 欲張って、今年は災害もなく、皆健康で、 
自分が思う道へ進むことのできる良い一年 
でありますように。 ２８日～ 帰省週間の子どもたち 

サプライズイベントで、竜美ヶ丘小学校であたたかく
見守ってくださる水野校長へ、子どもたちから歌とメ
ダルのプレゼンをさせてもらいました。 

大手自動車関連会社就職内定、全国大会準優勝（サッカー部）、顕彰児童生徒（学校内） 



２７日 バーベキュー招待 
      小久井農場様 

 今年も小学生の部、中高生の部へ参加しました。 
小学生の部は女の子も出場し準優勝。中高生の部 
では１回戦で優勝候補と当たるもなんと勝利し、 
コマを進め、決勝戦では１回戦で当たった優勝候補 
との試合でした。惜しくも決勝では負けてしまいまし 
たが、どちらの部もみんな一生懸命にボールを追い 
かけ練習の力を発揮できていたと思います。 

 幼稚園の行事です。ジャンボカルタ取りや 
凧上げやこま回しなど郷土に親しむ遊びを 
保護者の方、職員と一緒に楽しみました。 
お買い物ごっこでたくさん並びましたが、 
思い思いの物を買う事ができました。各 
お店の大きな看板もじゃんけんで勝ち残って 
いくつも学園に持って帰ってきました。 

２５日 フットサル大会 

  
 岡崎さくらライオンズさんによるクリスマス 
パーティーが行なわれました。 
一緒にクイズをしたり、歌を歌ったり、ピアノ 
演奏を聞いたりし毎年クリスマスを楽しく 
過ごすことができています。ありがとうございます。 

 小久井農場様よりバーベキューの招待 
をして頂きました。子どもたちのために 
毎年おいしい野菜、お肉、お米をたくさん 
準備してくださりありがとうございます。 
良い物を食べ、しっかりと自分で判断 
できる大人へと成長していく事が出来る 
のも小久井農場の皆さんの温かさが 
あってこそです。１８日にはもちつきにも 
参加させていただきました。 

２４日 クリスマスパーティー 
  岡崎さくらライオンズ様 

１８日 もちつき 
２３日 バーベキュー 
  小久井農場様 
 

９日 郷土に親しむとお買い物ごっこ  

ピアノ演奏がとっても上手でした。 
             Sちゃん 



舞台の上で、歌ったり踊ったり、
ピコ太郎したり愉快なクリスマス
パーティでした。 

一緒にクリスマスソングを歌った
り、踊ったりしました。知っている
曲も多く、元気よく歌っていました。 

みんな上手に踊っていました。
セリフは恥ずかしかったけど 
おおきな声で言えました。 

 ２３日 クリスマスパーティー 
         ワールドメイト様 

１８日 生活発表会 
       幼稚園 

     １７日 ゴスペル 
スマイル・ブルーム・クワイヤー様 

  
 
 司厨士協会の方々による少し早いクリスマス 
パーティをしていただきました。目の前にはとても 
豪華な料理、また食後にはケーキも用意していた 
だき、子どもたちは大喜びでした。「毎日クリスマス 
がいいなぁ」「サンタさん明日も来てほしい!!」と話す 
子もいました。 

  
 今年もそば屋 口福様に招待して頂き、 
美味しいおそばを食べさせていただきました。 
お店へ行って外食をする機会も少ない 
子どもたちにとって、とても貴重な機会 
になっています。ただ食べるだけじゃなく 
礼儀やマナーも一緒に学ぶ事ができ、 
この経験は大きくなっていく子どもたち 
にとって大きな財産となるはずです。 

 ５日 クリスマスパーティー 
    司厨士協会の皆様 

１２月 そば屋 口福様 招待 

去年より上手く生わさびを 
することが出来ました。  
         Ｎくん 

サンタさんと一緒だったよ!! 
お肉もおいしかった!!                 
         Ｓくん 

 毎年おこなわれる市従組合 
の方々との餅つきは良い意味 
であたりまえになってきています。 
自分たちでついた出来立ての 
お餅は格別です。またそのお餅 
と一緒に食べる豚汁は心も体も 
温かくなります。 

おもちぺったん 
    たのしかった!! 
        Ｔくん 

１１日 餅つき 
岡崎市市従組合の皆様 



 今年も平和学園と地域小規模施設『ひだまり』『丸山寮』に門松を設置してい
ただきました。歳神を迎え入れることが出来ていればいいなと思います。 
 子どもたちも作っているところから気になって、ずっと興味心身で眺めていま
した。本当にありがとうございました。 

 トヨタ自動車ＳＸ会様から頂いた真心募金を「ソフトボールのユニホーム」「スパ
イク」「グローブ」「バット」「ボール」等に使用させていただきました。 
 夏季に行われるソフトボール大会にて活用させていただきます。新しいユニ
フォームで気分も一新、良い結果を残せるように頑張ります。本当にありがとう
ございました。 

庭師の方 ２名様 

高浜高等技術専門学校ＯＢ様 

庭師の方 ２名様 

 トヨタ自動車ＳＸ会様からの「Ｓ
Ｘ会真心募金」で、ソフトボールの
ユニフォーム、備品を購入させて頂
きました。大切に愛用させていただ
いています。 



    みかん狩り＆バーベキュー 
  １２月４日 デンソー幸田製作所様 

      物作り交流 
１月８日 ワクワクフレンズ様 

牛乳パックを使っておもちゃを作ったり、
デコレーションケーキを作りました。み
んな集中して製作する姿が見られました。 

コムライン本社厨房をお借りして、調理体
験をさせていただきました。お米の炊き方
や野菜の切り方まで実際に体験することで、
楽しみながら覚えることが出来ました。 

デンソー幸田工場内にあるみかん畑に招待し
ていただき、みかん狩りとバーベキューを一
緒にしました。今年は体育館で遊ぶ時間も
作っていただき、より楽しく過ごせました。 

        調理体験 
     １２月１０日 コムライン様 

      折り紙遊び＆交流 
       １２月１８日 ＢＢＳ会様 

 ＢＢＳ会の方が来てくださり、外ではしっぽ 
取りや中では折り紙を使って、みんなでクリス 
マスツリーを作りました。どちらも集中して、 
みんな楽しそうでした。 

   チャリティーサンタプロジェクト 
 １２月２４日 デンソーハートフルフレンド様 

ローターアクトクラブの方々ともちつき
を行ないました。けん玉など昔の遊びも
一緒にやって楽しい会となりました。 

１月５日ローターもちつき 
 ローターアクトクラブ様 

デンソーハートフルフレンドの方々が
サンタさんになって来てくださいまし
た。お菓子を食べたり楽しい夜でした。 



                                                        

 平和学園掲示板 
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 雪が積もっている日でしたが、皆さん来てく
ださり、サッカーをしたり、チョコフォンデュ
を体験させていただきました。大変楽しい時間
になりました。ありがとうございました。 

 キッチンマスターズさんの皆さんと一緒に
お芋を使った料理を作りました。おにぎりや
豚汁はとってもおいしくてみんなおかわりし
ていました。 

     いも掘り＆交流 
 １月２９日 キッチンマスターズ様 

          交流 
１月１５日 トヨタ自動車高岡工場保安課様 

子ども向け研修会「感染症について」 サンドウィッチ会食会 すずや様 

たくさんの寄贈ありがとうございます 



常日頃より様々なお心遣いを本当にありがとうございます 
 

●寄贈 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●寄付 
                                

 

 
 
 
 
 
 
 

１月下旬まで順不同掲載 
   

魚信様 
  永田屋様 
（有）萬正様 
（株）都築様 
旭軒元直様 
（株）ニイミ様 
（株）千賀屋様 
庭師の方々様 
ユーリカ基金様 
愛知太陽の家様 
日本鏡餅組合様 
（株）石川家具様 
バーバラハウス様 

 梅村サッシ工事様 
ピメンテル ダビィ様 
（株）松野製作所様 
（有）小久井農場様                                      

 長屋の星飛雄馬様 
イクサム岡崎西店様                 

       丸大産業株式会社様 
デンソー幸田製作所様 
株式会社日本教文社様   

    国際ソロプチミスト岡崎様 
キッチンマスターズ岡崎様                                                                                  
株式会社チュチュアンナ様                                                                       

                    
              

    ギャラリー喫茶イヴ様 
岡崎SCARECROW様                    
日本出版販売（株）様                

     名糖産業株式会社様 
大和化成工業（株）様                 
栄屋乳業株式会社様                             

                       神楽サロン有限会社様 
中日新聞社会事業団様 
株式会社名古屋食糧様 
株式会社ゆうちょ銀行様      

                  岡崎燃料商業協同組合様 
岡崎ローターアクトクラブ様 
愛知ミタカ運輸株式会社様                                        

                   デンソーハートフルフレンド様 
                    全国シャンメリー協同組合様 

岡崎さくらライオンズクラブ様                        
    スマイルブルームクワイヤー様                                                            

                    明治安田生命 岡崎西営業所様 
（株）デンソー養技会 幸田分会様 
愛知県立高浜高等職業訓練校様                                                             

             （株）アパマンショップネットワーク様 
フィリップモリスジャパン合同会社様 
「岡崎ふるさとかるた」を親しむ会様 

楽天株式会社 楽天サンタプロジェクト様 
（株）安納スウィーツファーム 農業生産法人様 

  愛知トヨタ自動車株式会社営業企画部企画課様  

    村瀬様 峰岸様 
      本多様 森山様 

   A・Y様 野澤様     
   上田様 高村様 

       濱中様 松下様 
      山内様 匿名様         

（株）デンソー       
森整形外科様     

岡崎美術協会様 
 岡崎おやじの会様 

（株）デンソーファシリティーズ様 
（株）デンソー養技会幸田分会様 

           

ギャラリー喫茶イブ様 
リバーサイドメンバーズ様 

（株）デンソーハートフルフレンド様 
第一生命労働組合岡崎支部様 

岡崎市役所従業員労働組合女性部様 
（株）デンソーファシリティーズ 従業員一同様 

三河湾チャリティー１００Km歩け歩け大会実行委員会様           

萬屋様 
A・Y様 

森田 松子様 
匿名様           


