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はなこみち

今年度、新たに 8 名の職員を迎えることになりました。新任職員の
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方々より、入職にあたっての抱負をお聞きしたので紹介いたします。

草野

大

かぶら

安久沢

咲栄

今後の抱負として、子ども達と積極

私は、子どもの立場に立って、寄り

的に関わっていき、自立へ向けて頑張

添った保育を心掛けたいと思っていま

っていきたいです。そのためには、先

す。また、自分からできることを探し、

輩の職員や同期とコミュニケーション

1 日でも早く皆様のお力になれるよう、

をとり、一人で悩みなどを抱え込まな

努力していきたいと思います。分から

いようにしていきたいと考えていま

ないことも多く、ご迷惑をおかけする

す。

かもしれませんが、よろしくお願いい

そらまめ

景山

渉

4 月から、初めての体験ばかりで分か
らないことを 1 つずつ覚えています。職
員同士の連携や子ども達とのコミュニ
ケーションを深めることが大変ですが、
同期の人や先輩の職員さんから色々な
ことを学びながら、頑張って行きたいと
思います。至らない点が多いとは思いま
すが、精いっぱい努力していきます。

佐野

もろこし

賢士

たします。

かぶら

たいです。そのことは子ども達の環境
を整えてよりよい環境に繋がると思う
からです。まだわからないことばかり
ですが頑張っていきたいです。よろし
くお願い致します。

健也

今年度よりかぶらに配属になりまし
た。女子ユニットということで、たく
さん戸惑ったりすることが多々ありま
すが、先輩先輩にアドバイスを頂いて
これから子どものことを第一に考え、
笑顔を絶やさず日々精いっぱい頑張っ
て行きたいと思います。

栄養士

私はこの 1 年間で少しでも早く仕事
の内容やユニットの流れを覚えていき

根本

梅澤

麻里

今年度から栄養士として入職しまし
た梅澤です。今までは病院や保育園で
働いてきました。食を通して子ども達
に健康と笑顔を届けられるような声掛
けを心掛け、また子育ての経験も活か
して、一人ひとりの子ども達の自立を
支援していけるよう顔晴ります。よろ

ぷちとまと

武田 美智子

児童館職員としての再任用が終了しま

しくお願いいたします。

新井

栄養士

絵里

したが、私は子どもが大好きです。
「子ど
ものために働きたい」と思い、はなこみ
ちに就職をお願いしました。採用され 1
週間、子どもたちの対応が難しいと感じ
ていますが、子どもたちから学ぶことも
たくさんあります。人生経験は長いです
が未熟者ですので、よろしくご指導お願
いします。

3 月より栄養士として働いている
新井です。子ども達に『食』の楽し
さや大切さを少しでも多く感じ、興
味を持ってもらえるように頑張って
いきたいと思います。よろしくお願
いします。

平成 28 年 12 月 25 日、ふっかちゃん児童
自立支援事業が決定したことに伴い、
「はなこみち」から関根施設長が、
「さんあい」から高瀬理事長が、
深谷市役所の小島市長へお礼に伺
いました。

東ロータリークラブの皆さんが、「はなこみち」の子ど
も達と「さんあい」の子ども達を招待し BBQ 大会を企
画してくださいました。当日（4 月 15 日）ははなこみ
ちの園庭を会場に、深谷青年会議所のメンバーや深谷ラ
イオンズクラブ、むさしのパイロットクラブの方々も協
力しおこなわれました。
子ども達は大喜びで、作って頂いた食べ物を頬張り、そ
れぞれ楽しい時間を過ごしました。
はなこみちから新たな門出を迎えた子ども達への職員の声をご紹
介します。
昔

中国には常に南を指す車があった。指南と言うことばは、そ

こから来ている。今は指導に置き変わっている。指し示し、導く事
３年間の中学校生活ではさまざまな事を経験し、たく
さんの友人と楽しい思い出を作れたと嬉しそうに話を
してくれる姿がありました。卒業式では、堂々と入場
し元気に返事をし普段見せないような立派な姿を見ら
れることが出来ました。退場するときは、職員の姿を
見つけ、照れくさそうに微笑む姿がありました。卒業

である。Ｅｄｕｃａｔｉｏｎエデュケーション（教育）はエデュー
スすること、引き出し育てること。その子の良い所を引き出し「そ
の子の宝探し」である。「はなこみち」では、人生でそして義務教
育で一番長い六年間を終えて一人の児童が卒業しました。
中学で何を引き出してもらうだろうか。
穏やかな春の風が彼の頬を撫でていた。

式後は、友人と写真をとったりお世話になった先生と
話をしたりと別れを惜しんでいる姿がありました。中

今年の４月は、桜満開で桜が舞う入学式。入学式では、クラス発表

学校入学時よりも大人になり、無事に卒業することが

があり友達も一緒との事で喜んでいる様子も見られ、入学式当日で

出来ました。

クラスのほとんどの女の子と友達になり、写真撮っている姿も見ら
れました。式典が始まり１人ひとり名前が呼ばれると、大きな返事

少しずつ暖かくなり桜が咲き快晴のなか、はなこみ

をする事が出来ました。部活動が朝練はなく、登校時間や電車時間

ちから 4 人の子ども達が無事に高校に入学しました。

も早い為、放課後には部活もスタートするので、生活リズムを正し

新しい制服に身を包み入学式に参加し名前を呼ばれ返

ながら、高校生活を有意義に楽しんで貰いたいです。

事をし立って挨拶をした子ども達をみて、また一つ大
人に向けて大きくなったと感じることが出来ました。
高校では部活に勉強・アルバイト等視野が広くなる中
で義務教育が終了し自立に向けて進み始めます。職員
として子ども達がどう進んでいくのか見守っていくと
共に支援していきたいと思います。

そらまめ

もろこし

統括 眞田 博子
そらまめユニットは小学３年生から高校
３年生までの計 11 人の子ども達で構成され
ています。私自身今までは隣のユニットを担
当していたため、ここは｛お隣さん｝のイメ
ージでしたが、実際に入ると今まで気づかな
かったことも感じられることがあります。例
えばリビングで共に過ごす時間が少なくな
ってきた高校生や中学生が談笑したり共に
ゲームやバスケをしたりして楽しく過ごす
時間もあること等です。その中には来年度へ
向けて新たな進路を決める子ども達もいる
ので、自分が何をしたいか、どんな道に進み
たいかを見定め実現できるように支援した
いと思います。
また子ども達の中にはレゴが得意な子、バス
ケが得意な子、ゲームが得意な子、冗談が得
意な子などそれぞれの得意があるようです。
それも強みにして、更に各々の成長へと繋げ
るお手伝いもできたらと思います。

主任 塚越 静佳
もろこしユニットでは 4 月に 2 歳の男の子
が新しく入りました。１３名となり、より一
層にぎやかで元気なユニットになりました
が、その分トラブルやケンカも増えました。
その中でも子ども達でどうしたら良いのか、
どう解決したら良いのかと考えることが増
えたり、幼児さんの面倒を見てくれるお姉さ
んがいたりとお互いが気をつかえるように
なったと感じています。この春高校に入学し
たＫちゃんは毎朝早く起き、電車とバスを乗
り継いで登校しています。受験生のＦちゃん
は、バレー部キャプテンとして引退まで頑張
ってもらいたいと思います。
今年度は中学生・小学生・幼稚園児の 3 人が
卒業・卒園を控えておりそれぞれ 1 日 1 日を
大切にしてたくさんの思い出を作ってもら
いたいと感じています。この 1 年間子ども達
が元気で健やかに成長出来るよう見守って
いけたらと思います。

かぶら
統括 塚越 雅彦
かぶらユニットは、昨年度末に高校進学を
機に児童が 1 名家庭復帰となりました。旅立
ちを見送ったのもつかの間、Ｓさん(３歳)が
ユニットの仲間入りをし、賑やかになってき
ました。Ｓさんの姉Ｓさん(５歳)は同じユニ
ットになれて嬉しそうに毎日一緒に遊んだ
り、お世話をやいています。
Ｍさん(高１)はこの春めでたく高校に入
学、念願だったスマートフォンを手にするこ
とができ、初めての事で四苦八苦していまし
たが、いつの間にか使いこなしています。
高校生から幼児さんまで年代に分かれた
児童が生活していますし、それぞれ部活や学
校が忙しいため全員一緒に出掛けたり…と
かはめったにありませんが、お誕生日や部活
での好成績を皆がお祝いをしたりと、相手の
事を思いやって過ごしています。受験や部活
の県大会、九九を覚える事…など、それぞれ
が自分の目標に向かって頑張ってくれるこ
とを期待しています

ぷちとまと
保育士 金久保翔太
今年度のぷちとまとは去年度と同じ高校生
が２人、中学生が１人、小学生が４人、幼児
が１人の構成でスタートしました。１学年ず
つあがり新しいクラス、担任になりましたが、
毎日登校渋りせず元気に登校しています。今
年度は高校卒業で３月に退所予定の E 君、高
校受験を控えている R 君がいます。普段の様
子からはまだまだ本人達はまだ先の話しのよ
うに感じているようです。退所まで残り 11 カ
月、受験まで 9 カ月となりました。日付が近
づくにつれてピリピリモードに…。そうなら
ないように少しずつ今から動き２人が納得い
くような結果になるように職員が協力してバ
ックアップしていきたいと思います。
ぷちとまとの子ども達は運動がとても得意
です。今年度から県の選抜選手に選ばれたり、
チームのキャプテンになったり、チームの主
軸として活躍している児童がたくさんいま
す。大きな怪我や事故がないよう１年間過ご
せたらいいなと思います。

行事予定（4 月・5 月・6 月）
4月

5月
1日
3日
上旬
7日
10 日
12 日
14 日
15 日
18 日
24 日
29 日

消火防災訓練
新規採用職員等
辞令交付式
新規採用職員研修
赤い羽根助成金授与式
小中高等学校入学式
職員会議
施設増築工事入札
バーベキュー大会
はなこみち支援会
要保護児童対策協議会
淑徳短大実習
（～5 月 6 日）
昭和の日

3日
4日
5日
上旬
6日
11 日
12 日
15 日
17 日
26 日

6月
憲法記念日
みどりの日
こどもの日
サワガニ採り
消火防災訓練
日本児童教育専門学校
実習（～23 日）
法人決算監査
はなこみち支援会
職員会議
法人理事会

報恩感謝 善意の寄付
セカントハーベストジャパン 様
金子英保様
品川亮太様
粕谷瑛美様
未来塾様
森本利根様
(株)チュチュアンナ様
埼玉県児童福祉施設協議会事務局様
日本鏡餅組合様
(株)カーブスジャパンフードドライブ事務局様
毎日新聞東京社会事業団様
葵はなこみち支援会 様
ＴＨＥ ＫＡＧＵＲＡ ＳＡＬＯＮ様
アスカ深谷店様
マルハン深谷店様
合同会社 文屋（ぶんや）様

3日
5日
9日
15 日
20 日
21 日
30 日

消火防災訓練
星美学園実習
（～17 日）
法人評議員会・理事会
はなこみち支援会
要保護児童対策協議会
職員会議
大原こども専門学校実
習（～7 月 10 日）

災害時避難場所を提供！
緊急時は避難所として開放します
① 防災倉庫
② 備蓄食糧（1,000 食）
③ テント（２張）
・寝袋（10
人分）
④ 地域交流センター解放
（スポーツ少年団・地域ボランティア団体等)

⑤ AED・チェーンソー等の機材
⑥ 非常用トイレキット(500 回分)

はなこみちでは毎月定期的に消火防災訓

あたたかいご支援ありがとうございます。

練を実施し、万一に備えています。

（順不同）
あんしん市民相談支援センターは、社会福祉法人の社会貢献事業として、施設独自の活動です。
相談者は、ＣＳＷ(コミュニティー・ソーシャル・ワーカー)と称し、社会貢献活動支援員として、子育て、老人
いつも温かいご支援ありがとうございます。
福祉、相続などの種々の困りごと相談に対応します。相談員は、各種相談ごとに精通した行政経験者である行政書
士が問題解決の糸口を無料でアドバイスします。 (相談は、事前に電話連絡をお願いします。 574-3146)
あなたも活動してみませんか

ボランティアサークル 花小路 会員募集

児童養護施設はなこみちを支援するボランティアグループです。現在会員を募集しています。
活動内容 ①遊びボランティア ②学習支援ボランティア ③短期里親ボランティア
④お掃除お洗濯ボランティア ほか
～編集後記～
4 月 新しい年度のスタートです。高校を卒業し、大学や就職と施設から巣立っていった 2 名の子ども達、未来
に向かって新たな一歩ですね。自分の道を切り開き、前向きに頑張ってください。ほかの子ども達も皆 無事に進
学し、少しお兄ちゃんやおねえちゃんになりました。特に新たに高校生になった 5 人の子ども達（1 人は 3 月 31
日退所）には、ぜひ高校生としての自覚をもって年下の子ども達のお手本になってほしいと思います。

