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令和という新しい時代を創るのは…

施設長 小笠原 寛

今年度も子どもたちは、すくすく元気に育っています。

１．幼稚園児

毎日元気に幼稚園に登園しています。バス通園のため、帰りのバスで熟睡して、バスから降りる
と目覚めが悪く少しグズる姿もあります。しかし、しばらくすると明日の準備を自らはじめます。そん
な様子を見ていると、子どもらしく育ち、そして、生活習慣もしっかり身についていると感心します。

２．小学生
新1年生は慣れない登校に、はじめは苦労していました。しかし、最近は、自ら地域の方に元気

よく「おはようございます！」とあいさつする姿が見られます。6年生は、班長としてしっかり年下の
子たちのお世話しながら、登校をしてくれます。

３．中学生
最近、印象に残った出来事は、部活動で骨折してしまった3年生の子の表情でした。最後の大会

が7月にあります。それまでには、なんとか治したいという悔しそうな表情でした。私も残念な気持

ちでいっぱいでしたが、だんだん気持ちの変化がおきました。悔しそうな表情は、努力し続けてい
る証しであり、このような思いをした経験は、これから成長していく上での大きな財産になると思い
ます。（7月までになんとか治りそうです。）

４．高校生
新たな一歩を踏み出した新1年生の4名は、それぞれ普通科、工業高校、商業高校、専修学校に

進学することができました。一人ひとり、大学進学したい、硬式野球をしたい、自動車関連会社に
就職したい、パティシエになりたいという具体的な目標を持っています。

子どもたちが日常で見せてくれる姿から、多くの可能性を感じます。きっとこの子たちなら、これら
の社会を築いていってくれるだろうと期待してしまいます。

令和という新しい時代を創っていくのは、「子どもたち」です。今後も子どもたちの可能性と向き合
いながら、私自身も成長していきます。
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３月

４月

３日 旅立ちセミナー
３日 マラソン大会
８日 安全委員会六周年記念集会

１１日 テーブルマナー
１８日 魚信様 慰問
２４日 幼稚園 一日入園

２日 幼稚園 お別れ遠足
３日 卒園生を送る会
５日 中学校 卒業式

１６日 幼稚園 卒園式
１７日 遠足
２０日 小学校 卒業式

25～27日 ＣＡＰ研修（子ども向け）

１日 お花見
４日 中学校 入学式
５日 小学校 入学式
７日 幼稚園 入園式

桜まつり
２０日 中学校 授業参観
２７日 小学校 授業参観

ポ プ ラ

１月
１２日 中学校 授業参観
１２日 小学校 自由参観

19～20日 スキー合宿
26～27日 幼稚園 作品展

主な年間行事

平和学園 新任職員 紹介
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新人職員の矢野太陽です。子どもたちと関わ

る中で、真剣に取り組む時や全力で楽しむ時、

メリハリを持って子どもたちの支援をしていき

ます。また僕自身も子どもたちと一緒に成長し

ていけるように頑張ります。よろしくお願いし

ます!!

はじめまして。鈴木務世です。大学で学んだ事を

現場で活かし、未来のある子どもたちに伝えてい

かなければいけない事をしっかり伝えたいと思い

ます。たくさん悩み、つまずく事もあると思いま

すが初心を忘れず、子どもたちにとって頼りがい

のある職員になれるよう日々頑張ります。

２月

桜まつり
きらら岡崎様のお誘いで「どまつり夜桜in岡
崎」というよさこい大会にて『一天濤快』を
一緒に披露させて頂きました。
踊りの練習中は“難しい”“出来るか不安”
との声もありましたが、本番はいい笑顔でと
ても楽しそうに踊っていました。
とても良い経験をありがとうございました。
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交流
アイシンＡＷ 様

昼食招待
ROPPONGI 様

工作体験
ワクワクフレンズ様

交流
トヨタＳＸ会本部様

花壇整備＆交流
トヨタSX会本社第２支部 様

バイオリン演奏＆体験
すくすく合唱団様

福祉まつり招待
岡崎市ボランティア連絡協議会様

オカリナコンサート招待
岡崎オカリナ合奏団様

たくさんの企業・団体・個人ボランティアの方々に支援して頂き、子どもたちはいろいろな体験をさせて
いただいています。また子どもたちはひとつひとつの行事や体験を楽しみにしています。皆様のおかげで
休日も笑顔が絶えず過ごす子どもたちの姿をみて、とても嬉しく感じています。本当にありがとうござい
ます。

４Ｒ１Ｚ8クラブ合同アクティビティ
ライオンズクラブ様



～お知らせ～

『クラウドファンディング』に挑戦しています!!

岡崎平和学園建設募金委員会より皆さんにお知らせとご協力のお願いです。

岡崎平和学園ではインターネットを使用して寄付を集めるクラウドファンディングに挑戦
することとなりました!!
<ぜひ一度ページをご覧ください!!>
http://readyfor/projects/okazaki-heiwa-gakuen
挑戦期間：令和元年6月1日（土）～令和元年6月30日（日）

岡崎平和学園建設募金委員会より

検索

岡崎平和学園 レディーフォー

【スケジュール】

平成3０年 12月 着工

令和 2年 3月 完成

令和 2年 4月 開園

岡崎平和学園は
①水害による浸水の恐れ
②建物の老朽化と耐震の問題
③土地の賃借契約切れ

のため新たな土地への移転と新しい学園の
建設が必要となり、新施設建設をする事と
なりました。

http://readyfor/projects/okazaki-heiwa-gakuen


月別 日にち 園内行事 学校行事 地域・子ども会/その他

4月 １日 花見 入学式 入園式 （小）（中）家庭訪問
授業参観・ＰＴＡ総会
（中）自然教室

トヨタＳＸ会本社第２支部、下山支部交流会
（７日）

デンソーファシリティーズ（２５日）

5月 ４月２７日～
５月５日

ＧＷ帰省 （中）総合体育大会
（小）運動会 （幼）保育参観
（幼）遠足

児童福祉週間
トヨタ上郷工場ソフトボール大会（１１日）
デンソー工業学園清掃活動（３１日）

6月 １日 ドッチボール大会 プール開始
（幼）父親・家族参観
（中）修学旅行
（中）職場体験学習

トヨタＳＸ会高岡支部交流会（９日）
子ども会球技大会（２３日）

予備日（２９日）

7月 ７日
上旬

七夕祭り
児童健康診断

終業式 保護者会
夏休み （中）市長杯
（幼）夏祭り

トヨタ上郷工場夏まつり（２０日）

職員健康診断

8月 １０日～
１８日

夏の帰省 全校出校日 球技大会
（ソフト８月１９日 予備日２３日）
（卓球８月２１日）

高校生交流会１部・２部

9月 １日 （中）体育祭
（幼）運動会

トヨタＪＤＲ
デンソーハートフルまつり
デンソー幸田さわやかホリデー

10月 ２０日 平和学園運動会 （小）学芸会
岡崎っ子展
（幼）遠足

トヨタＳＸ会本社第２支部交流会（５日）
学区体育祭（１３日）
大西町祭礼
子ども会ドッチボール大会（２７日）

デンソー清掃活動

11月 上旬 児童健康診断 （小）修学旅行
（中）文化祭
（幼）給食参観
（小）就学時健康診断

子ども会ドッチボール大会予備日（３日）
第４１回音楽の集い（１７日）（豊川市）

12月 ２４日 クリスマス会 （小）（中）保護者会
終業式
冬休み
（幼）生活発表会

フットサル大会

デンソーみかん狩り

1月 １２月２８日～
１月５日

下旬

冬の帰省

安全委員会７周年集会

始業式
私立高校推薦入試
（小）自由参観
（幼）買い物ごっこと郷土に親しむ

白山スキー村（１月１８日～１９日）

2月 ３日
８日
２９日

節分（豆まき）

遠足
卒園生を送る会

（幼）お別れ遠足
（中）入学説明会
私立高校一般入試
（中）スキー研修

マラソン大会（２日）
予備日（１９日）

アイシンＡＷ交流会

3月 卒業式 卒園式 修了式
（小）卒業を祝う会
公立高校推薦入試
公立高校一般入試
春休み

子ども会総会（８日）

令和元年度の年間事業計画がまとまりましたので、ご活用下さい。
各行事の詳細につきましては別途ご連絡いたします。

令和元年度 年間事業計画

岡崎平和学園
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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
《１月》
おてらおやつクラブ明願寺様、日本教文社様、ＮＰＯ法人ニューホライズンプロジェクト様
国際ソロプチミスト岡崎様、岩田様、野澤様、丸大産業株式会社様、オーギヤ安城店様
オータ岡崎店様、イクサム岡崎西店様、中部善意銀行様、（株）ニイミ様、生駒様、青山様
トヨタ自動車（株）社会貢献推進部様、（有）小久井農場様、匿名様
《２月》
五郎畑様、おてらおやつクラブ明願寺様、木下大サーカス株式会社様、アイシンＡＷ様、柴田様、
農業生産法人 （株）安納スウィーツファーム様、キッチンマスターズ様、岸辺のカエル様、
（株）ニイミ様、キリンビバレッジ株式会社様、コサキ株式会社 カーブス事業部様、
（有）小久井農場様、中部善意銀行様、国際ソロプチミスト岡崎様、オータ岡崎店様、
税理士法人スマッシュ経営様、イクサム岡崎西店様、匿名様
《３月》
なごやかサポートみらい様、玉城様、岡崎おやじの会様、栄屋乳業株式会社様、井本様、五郎畑様
（有）ダスカジャパンクァウテモック様、（株）ニイミ様、岡崎友の会様、トヨタ自動車ＳＸ会本部様
おてらおやつクラブ明願寺様、オータ岡崎店様、竜美丘小学校様、山本様、丸大産業株式会社様
オーギヤ安城店様、国際ソロプチミスト岡崎様、（有）小久井農場様、蜂須賀様、森久様、匿名様
《４月》
イクサム岡崎西店様、山本様、岐阜屋物産有限会社様、オーギヤ安城店様、（株）ニイミ様
トヨタ自動車ＳＸ会下山支部・本社第2支部様、おてらおやつクラブ明願寺様、（株）オオタ様
日本労働組合総連合会愛知県連合会様、イオンリテール株式会社 イオン岡崎南店様、
株式会社山田事業所様、株式会社都筑様、粂様、丸大産業株式会社様、須賀様、五郎畑様、常様、
タリーズコーヒージャパン株式会社様、竜美丘小ＰＴＡ大西1区地域委員様、
中部電力株式会社 広報室計画グループ様、匿名様

寄附
《１月》
森整形外科 森様、㈲松田商事 名宝岡崎店様、匿名（おばあちゃん）賀屋様、鈴木様、
五郎畑様、佐野様、三河湾チャリティー歩け歩け大会実行委員会様、匿名様
《２月》
㈲松田商事 名宝岡崎店様、萬屋様、三河蓮如太鼓 柴田様、岡崎市職員組合様、中島様
粂様、共栄商事㈱様、㈱デンソー様、匿名様
《３月》
㈲松田商事 名宝岡崎店様、日本チャリティ活動支援協会様、日本レトルトフーズ㈱様
岡崎おやじの会様、中川様、堀田様、岡崎平和学園 後援会様、岡崎友の会様、匿名様
《４月》
㈱松田商事 名宝岡崎店様、小島歯科医院様、京ケ峰岡田病院 岡田様、㈱あいち補聴器センター様
匿名様




