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毎年多くの子どもたちが楽しみにしているクリスマス回が今年度も行われま
した。
ユニットごと、冬休みが始まる前からハンドベルやダンス、クイズや歌の練習
を一生懸命行ってきました。当日は沢山のお客さん達の前での発表に、み
んな緊張しながら笑顔で楽しく発表を成功させる事が出来、とても満足げ
な笑顔でいっぱいでした。子どもたちも「来年は劇をやりたい」「少女時
代のダンスを発表したい」など、今から来年のクリスマス会に向けて出し
物の話で盛り上がっていました。また、毎年恒例のビン
ゴ大会では、幼児さんから高校生の子達までが早くビン
ゴにならないかと大興奮でした。今年は、なかなかビン
ゴにならないとみんなドキドキわくわくでカードを見
つめていました。ビンゴになっても直ぐに景品が貰えな
いのが今回のビンゴ大会、最後は運試しの「あみだくじ」
で商品の番号が決まると、想像よりも大きなお菓子が当
たり喜ぶ子や、自分のお気に入りキャラクターの景品を
自慢したり、遊んだりしている子など、今回のクリスマ
ス会も子どもたちの笑顔や笑い声に包まれた、とても楽
しいクリスマス会になったと思います。

12 月 18 日に福島円さん（バイオリン）
、吉田理奈さん（ピアノ）による
クリスマスコンサートが開かれました。コンサートには、はなこみち以外
にも多くの子どもたちが来てくれました。子どもたちが良く知っているク
リスマスソングやジブリの曲が流れ
ると、大きな声で楽しそうに歌ってい
ました。
子どもたちにとって普段の生活で
は経験できない、学期の生演奏を聴くことが出来、良い経験となったので
はないかと思います。福島さん、吉田さんありがとうございました。
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『おもちゃ王国に行ってきました』
未就学児童と小学校低学年と一緒に、１日楽しませてもらい
ました。車で着いた瞬間からの子どもたちの目の輝きように、
私もワクワクしてしまいました。子どもが子どもらしくいられ
る時間をありがとうございました。

12 月 3 日に、子どもを連れてサケの卵をもらいに公民館へ出かけました。去年は、ふ化に失敗し、10 匹程度
しか稚魚になりませんでした。「今年は、たくさんふ化させて、川に流すんだ」と子
どもたちも意気込んでいたので、大きくなったサケが戻ってきたのを見に、利根大堰
に行きました。子どもたちは、遡上してくるサケを見て「頑張れ」と応援している姿
は、とても微笑ましい光景でした。今年は、たくさん稚魚になりました。今後、放流
した稚魚が多くなって戻ってくるのを子どもたちと楽しみに待ちたいと思います。

12 月 5 日、深西小の持久走大会が行われました。毎年色々な事が起こる持久走大会
…。今年も転んでしまって泣きながら走る子、転んでしまった子に手を差し伸べる優
しい子、最初飛ばし過ぎて後半泣いてしまう子、マイペースでニコニコしながら走る
子などなど。しかし、どの子も歩くこと無く、最後まで走りきる事が出来ました。そ
んな子どもたちの姿に、感動と成長を感じた持久走大会でした。

12 月 4 日にお台場の東京ビッグサ
イトまでＫ・Ｍ君とモーターショー
に行きました。最新の車をたくさん
見られた他、世界各国のお料理が食
べられる屋台もあって楽しむことが
できました。
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毎年恒例の防災訓練を行いました。消防自動車が来るとみんな興奮し
ます。消火訓練では H ちゃんが 3 年連続手を挙げ率先してやっています。
避難訓練の時はどうしてもみんなふざけ半分…消防署の方に注意され
るのも毎年恒例…
来年は真剣に！！

12 月に行われた県北カップでＳ君、Ｈ君、
Ｙ君が所属している深西ミニバスが見事に
優勝しました。6 年生のＳ君にとっては、キ
ャプテンになって初めての大きな大会での
優勝。団を挙げて大喜びです。1 年生から 6
年生までで 12 人という小さなチームですが、
チームワークもよくすばらしいチームです。
本当におめでとう。

深谷公民館で更生保護女性会主
催の親子料理教室に参加しました。
キャベツのケーキにはひき肉、玉ねぎのみじん切り、ニンジンのみじん切りを
混ぜて作りました。玉ねぎのみじん切りをやりたいと言うので、「玉ねぎに細
く切り目を入れて作るとうまくできるんだよ。その後左手で包丁の先をおさ
え、右手で包丁を動かせばいいんだよ」とお手本を見せると、とても上手く包
丁を使うことができていました。
「うまい、うまい。
」とおばさんたちを驚かせ、
終わった後も「玉ねぎのみじん切りはうまくてびっくりした、はなこみちでも
作ってるの？」と聞かれる程でした。
「お母さんになったときに料理が作れる
といいよね。
」と言うと、参加した子どもたちは「うん！」誇らしげな笑顔で
こたえてくれました。また経験をさせて自信をつけさせてあげたいと思います。
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反町 智美
ぷちトマトは活発な子が多く、寒くなった子の
季節でも外に出てバスケをしたり、外を走り回っ
たり縄跳びをしたりと毎日元気に過ごしていま
す。クリスマス会の練習では職員の伴奏に合わせ
てハンドベルを鳴らしたり、振り付けを自分たち
で考えてダンスを踊ったりして取り組んでいまし
た。練習が思うように進まず途中で投げ出してし
まうこともありましたが、当日は他のユニットの
子たちの前で発表してみんなで楽しむことが出来
ました。クリスマス当日は届いた玩具にみんなは
しゃぎ、互いの玩具を見せ合い遊んだりして満足
げな笑顔でいっぱいでした。冬休みに入り、年末
年始に向けて宿題なども自分たちで積極的に行
い、早めに終わらせるようにするなどして過ごし
ています。

中村 佑也
ここ最近子ども達と生活していて体の成長を感
じると共に心も成長しているんだなぁ…と実感し
ている今日この頃…
11 月から M ちゃんが一緒に生活をする事になり
早い事でもう 1 カ月以上経過していました。
最初はみんな距離を取り様子を伺っていましたが
除々にお互いを理解し始めた頃かなと思います。
子ども同士ぶつかり合う事も当然。笑ったり、怒
ったり、泣いたり…時には大人とぶつかり合う事
も大切かと思います。その中で子ども達が成長し
て行く姿を見守って行きたいと思っています。
これからは子ども達が楽しみにしているイベント
の時期。クリスマスのプレゼントにお正月のお年
玉。この言葉の響きを聞くと今年もあっと言う間
に過ぎたなぁ…と感じます。
寒くなり風邪を引きやすい時期になってきまし
た。子ども・職員共々風邪にもインフルエンザに
も負けずこの冬を乗り切ろうと思います。

門馬 真之
今、そらまめのリビングには麻雀の点数表や戦
積表が貼り出されている。中３の N 君がハマって
から、次々に麻雀に興味を持つ児童が出てきた。
とはいうもの、まだゲームの方が面白かったり、
漫画を読んでいる方が好きだったりで、4 人揃わ
ない時もある。そんな時は、宿直補佐の O さんも
含め大人が駆り出される。麻雀を通して人間性も
現れたりして面白く、その児童を捉える新しい場
が出来た。が、
「一緒にお風呂入ろう。
」
「8：30 に
部屋に来て。
」
「9：00 から勉強教えて。
」など子ど
もからの要求に応えていると、大人が麻雀に加わ
れない事も出て来る。そこで、そらまめに入る実
習生のみなさん、実習事前準備として、是非、麻
雀を覚えてきて下さい。そして、麻雀を通して得
られた子ども情報を報告して下さい。

古河 慎司
今年度心理室での出来事を振り返ると
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Ｈ・Ｈ（小３）

Ｉ・Ｉ（小３）

Ｆ・Ｉ（小３）

Ｍ・Ｈ（小３）

Ｒ・Ｆ（小２）
Ｙ・Ｋ（小４）
Ｈ・Ｆ（小３）
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クリスマス会
北島恵未
今年のクリスマス会も「もろこしユニット」は、ダンスを
披露することに決まりました。クリスマス会でダンスを披露
するのは 4 回目。はなこみちに在籍しているのが長い子は、
どういうふうにクリスマス会をやるのかを知っているので、
まずは、大きい子を中心に話し合いがされました。
昨年と違って「何を踊りたい？」
「みんなが踊れるような
ものにしよう！」
「全員参加できるものを選ぼう！」と他
児を思いやる気持ちが出てきていたのに驚かされまし
た。日々成長していることを感じ取ることができました。
そして、ダンスの曲目が「少女時代のＭＲ．ＴＡＸＩ」
「マルマルモリモリ」
「ＥＸＩＬＥのＣｈｏｏＣｈｏｏＴ
ｒａｉｎ」と決まるとダンス練習は毎日始まりました。
そのうち「やりたくない！」という子が出てくるので
はじゃないかと心配してみていましたが、そんな子も出
ることなく一生懸命やっていました。
中学生や高校生の大きい子を中心にできない子や低学年
の子どもたちに教えている姿が微笑ましく感じました。優し
く一生懸命教える行動は、昨年には見られなかったのです。
約 2～３週間の短い練習期間を経てクリスマス会当日がや
ってきました。
「あー！緊張する！」「出来なかったらどうしよう！」「み
んなちゃんと見てくれるかな？」
「上手くできるかな？」と不
安ばかり口にする子どもたちでしたが、表情はとてもイキイ
キしていて「楽しみだ！」という表情を浮かべていました。
本番では、ちょっぴり失敗もしてしまいましたが、とても
楽しめたように感じました。失敗して落ち込んでいた子に子
どもたちが「大丈夫だよ！上手く出来たし楽しかった
じゃん。」と声を掛けていました。行事を通してユニ
ットの子どもたちの団結力も深まっていくのだと改
めて感じることができました。
本番のダンスはビデオに収めました。子どもたちみ
んなで見ました。自分たちの姿に照れながら「よく踊
れているね。」
「うちら頑張ったね！」とお互いを褒め
合っていました。その姿を大いに褒めると、子どもた
ちはとても嬉しそうでした。こうやって他人を思いや
り気持ちが育っていくのだと感じました。
来年の子どもたちが、どれだけ成長するのか今から
楽しみです。
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行事予定（3 月・4 月）
【3 月】

【4 月】

1日

はばたき一年社会体験学習

1日

辞令交付式

2日

中学 3 年生高校受験（筆記）

4日

リーダー会議

3日

性的問題研修

7日

消化避難訓練

消化避難訓練

10 日

要保護対策協議会

5日

中学 3 年生高校受験（面接）

11 日

職員会議

6日

性加害研修

19 日

施設長会議

7日

処遇・運営マニュアル検討委員会

8日

埼児研
リーダー会議 ・ケース会議

9日

高校合格発表

12 日

中 2 進路説明会

13 日

施設長会議・子どもの心を考える研修
処遇・運営マニュアル検討委員会

15 日

熊谷児童相談所連絡協議会

16 日

中学校卒業式
保育園保護者総会

18 日

深西サッカー卒団式

19 日

運営会議
高校入学説明会

21 日

職員会議・要保護児童協議会

23 日

小学校卒業式

26 日

幼稚園修了式

27 日

保育園卒園・修了式

報恩感謝 善意の寄付
（株）オータ 様

ボランティアサークル 花 小 路
会員募集
はなこみちを支援するボランティアグループです。
本格的に活動するため、会員を募集しています。

チュチュアンナ 様
セカンドハーベスト 様
日本チャリティー支援協会

あなたも活動しませんか？

様

活動内容

福島 円 様
（順不同）
いつも温かいご支援ありがとうございます。

①

遊びボランティア

②

学習支援ボランティア

③

お掃除・お洗濯ボランティア

④

短期里親ボランティア

⑤ 農園支援ボランティア
⑥ その他
～編集後記～
前回広報発行より相当の時間が空き、年度内 4 回発行を目標にしていましたが、3 回目の今回がとうと
う今年度最後になってしまいました。反省は来年度に活かし、広報がひとつの子どもたちの成長記録にな
るよう作っていきたいと思います。来年度もはなこみちをよろしくお願いします。
（大谷、古河、小池、大井）
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