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平成 31 年度採用予定者
内定式

11 月 23 日 はなこみち 3 階会議室において、平成 31 年度採用予定職員内定式が挙行さ
れました。
理事長より内定者一人ひとりに内定証書が授与され、その後、あいさつをはじめ施設開設
の経緯や年間行事などを紹介する職員手作りのビデオムービー等が上映されました。
また、在職職員との昼食会を通して、お互いの懇親を深めたり、当施設開設の規範となっ
た郷土の偉人『渋沢栄一』の記念館や生家を見学したりしました。
平成 31 年 4 月 1 日 はなこみち職員として勤務される日を待っています。
(※なお、内定式後に採用予定となった方に対しては、内定証書を送付いたしました。)

新規採用職員挨拶
栄養士
田邊

舞子

この度、栄養士として入社しました田
辺です。慣れない作業もあり大変ですが
自分の色を出せるように頑張ります。子
どもたちを食事の面から笑顔にし、健康
に育つようサポートしていきたいです。

児童指導員
小宮 紀会

昨年 11 月から職員としてぷちトマトで
勤務しております。
ユニットに関係なくどの児童に対しても
平等に、同じ目線で考え、思いやりを持った
対応を心掛けています。どうぞよろしくお願
い致します。

軽井沢おもちゃ王国招待
今年も軽井沢おもちゃ王国から招待をいた
だき、小学生たちが行ってきました。初めて
行く子どもも数人おり、みんな道中からとて
もはしゃいでいました。ゴーカートや乗り物
に乗りながら自由に敷地内をまわり、おひる
ごはんのバイキングではおなか一杯になるま
で好きなものを食べ…それぞれ思い思いにお
もちゃ王国を楽しんでいました。おこづかい
で好きなおもちゃやお菓子を買った子どもた
ち。
「また来年が楽しみ！」と喜んでいました。

クリスマス会
12 月 22 日（土）に毎年恒例のクリスマス会が行
われました。子ども達が楽しみにしているので、職
員も準備や飾り付けなどを頑張って子どもたちを迎えま
した。前半はいくつかのブースに分かれてゲームを行い、
後半はビンゴ大会で景品をゲットできます。
子どもたちは袋いっぱいのお菓子をもらって、晩御飯
食べられるのかな？とちょっと心配になるほどたくさん
食べていました。ビンゴ大会ではたくさんのおもちゃを
もらって、とっても嬉しそうでした。子どもたちの笑顔
で、職員もとても嬉しい気持ちになりました。

みんなで手洗練習
11 月下旬に子ども達に手洗い指導を実施しました。
今回は手洗いチェッカーを使用し、自分がどのくらい綺
麗に手を洗えているか・手洗い後どこがまだ汚れている
かを目で見て分かるようにしました。子ども達は一生懸
命手を洗ってどこがまだ汚れているかを確認していま
した。手洗いチェッカーを初めて使用する子どももお
り、興味関心をもってくれました。これからの季節、イ
ンフルエンザやノロウイルスが流行ってくると思うの
で、みんなで手洗いをしっかり行い予防していこうと思
います。

ユニット通信
そらまめ

指導員 草野大

もろこし

保育士 佐野賢士

そらまめのユニットには小学生・中学生・高校生がいま

二学期も終わり、もろこしの子どもたちはゆったりと

す。子どもたちの歩幅はそれぞれ違いますが、みんな一生

冬休みを過ごしています。はなこみちで行われたクリス

懸命に頑張っている様子があります。

マス会では各ブースを作ってゲームをした後、ビンゴゲ

冬休みに入っても、小学生は外で元気に遊んでいる姿、

ームをして楽しみました。もろこしの子ども達もビンゴ

宿題に取り組んでいる姿とメリハリをつけて生活してお

ゲームの景品のおもちゃやお菓子に目をキラキラさせ

り、中高生は、自分たちのペースで、のんびりと過ごして

ながら楽しんでいました。クリスマスの夜は「サンタさ

いました。

んが来るまでおきるぞ」と言っていましたが待ちきれず

年も明けて、冬休みが終れば、中学三年生は受験シーズ

に寝てしまった様です。サンタさんからのプレゼントが

ンに突入し、子どもたちは、学校に行かなければいけませ

嬉しかったようで「こんなの貰ったよ」と見せてくれま

ん。長期休みの後は、身体や気持ちが追い付かないとは思

した。年末年始はお家に帰る子は帰り、はなこみちでは

いますが、元気に登校できるように、職員も元気に頑張っ

年越しそばを食べてゆっくりと過ごしました。

て行きたいと思います。そらまめには中学三年生が 2 人ほ

ゆったりと過ごした冬休みですが、中学生は高校受

どいます。受験というハードルは高いと思いますが、希望

験、高校生、小学生は進級をする事を忘れることなく、

の志望校に行けるように、サポートをしていきたいと思い

体調にも気を付けて去年よりもより良い一年にして、今

ます。

年を楽しく過ごしてほしいです。

ぷちとまと

八須治

男子 8 名のユニットで 4 歳の未就学児から小学 1 年生・3

かぶら

指導員

景山渉

年生（2 名）
・4 年生、中学 1 年生、高校 1 年生と 3 年生の子

かぶらでは小学生は毎日宿題に頑張って取り組み、

ども達が生活を共に送っています。現在 4 歳の児童は来年度

高校生はバイトを行うなど、それぞれの時間を過ごし

から幼稚園に通うということで今から新しい友達が出来る

ている様子が見られます。冬休み最大のイベントであ

か、どんな先生と出会えるのかと期待でワクワクしているよ

ったクリスマス会ではゲームやビンゴをしてとても楽

うです。逆に高校 3 年生の児童は今年度退所が目前に控えて

しんでいたことが印象に残っており、子どもたちと特

いることから、物件探し・運転免許取得・退所後に施設を巣

別な時間を過ごせたと思います。また、ユニット外出

立ち、一人暮らしへの不安が多少ある様です。不安をすべて

で子どもたちから行きたいと希望が出ていた森林公園

解消することは難しいとは思いますが、時間の許す範囲で不

のイルミネーションを見に行きました。初めてイルミ

安を取り除けるように支援していく次第です。

ネーションを見る子どももおり、いつもとは違った雰

また、今年のお正月も恒例のお年玉を貰い、ニコニコしな

囲気を子どもたちと感じることが出来ました。

がら嬉しそうに「貯めよう」と言う子もいれば「あれもこれ

新年三が日ではいつもより遅くまで起きていたり、

も欲しいなぁ」と言う子もいて、そういう光景を見ている職

おせちを食べたり、それぞれの子供たちが食べたい料

員もほのぼのとした気持ちになります。

理を作るなど、お正月らしいこともできました。3 学

今年度も残すところ数カ月、職員・子どもたちが事故・怪
我・病気に気をつけ、新年度を迎えられるようにしたいです。

期を迎え、残り最後になる学校生活を精一杯楽しんで
ほしいと思っています。

行事予定（1 月・2 月・3 月）
1月
1日
5日
7日
8日
8日
10 日
10 日
11 日
11 日
15 日
16 日
21 日
21 日
21 日
25 日
28 日
29 日
30 日
31 日

2月
元日
消火防災訓練
カットボランティア
始業式
リーダー会議
性教育セミナー
埼児研
消防用設備点検
運営会議
要対協
中堅職員研修
施設長研修
埼児協指導者研修
主任児童委員視察
職員会議
ひきこもり研修
施設長会議
職員研修
新採職員フォローアップ研
修

2日
3日
4日
4日
4日
7日
8日
9日
11 日
18 日
18 日
19 日
19 日
25 日
26 日

3月
消火防災訓練
節分祭
施設長事務研究会
リーダー会議
アレルギー研修会
交通安全会議
運営会議
子どもを虐待から守るセミナ
ー
建国記念の日
施設長会議
県公立高校願書受付
要対協
大里事例検討会
職員会議
施設長研修

あんしん市民相談支援センター
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、施設独自の活動を行っ
ています。
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。
ご相談の際は、事前に電話連
絡をお願いします。

電話 574-3146

2日
4日
4日
8日
8日
9日
12 日
12 日
13 日
15 日
19 日
19 日
20 日
22 日
22 日
26 日

消火防災訓練
中堅職員研修
施設長マネジメント研修
運営会議
県立高校合格発表
卒業証書授与式(妻沼高)
書記会
卒業証書授与式(深谷商業)
卒業証書授与式(羽生ふじ)
卒業証書授与式(中学)
要対協
卒園式(幼稚)
職員会議
修了式(各高校)
卒業証書授与式(小学)
修了式(小学・中学)

災害時避難場所を提供！
緊急時は避難所として地域に開放しています。
①防災倉庫
②備蓄食料(1,000 食)
③テント(3 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)
⑤AED・チェーンソー等の機材
⑥非常用トイレキット(500 回分)
⑦救命胴衣(大人用 5 個・こども用 5 個)
⑧救命用浮き輪
⑨簡易エアマット(20 人分)・簡易寝袋(20 人分)
⑩バーベキューセット（8 台）

はなこみちでは毎月定期的に消防訓練を
実施し、万一に備えています。

報恩感謝・善意の寄付
埼玉県更生保護女性連盟様、寺山智久様、吉田文江様、(株)ゴルフ・ドゥ様、全国シャンメリー協同組
合様、(株)チュチュアンナ様、マルハン深谷店様、埼玉県書店商業組合様、(公財)毎日新聞東京社会事
業団様、ヤクルトグループ様、宇田川幸子様、萩原克典様、石川勝利様、アスカ深谷店様、日本鏡餅
組合様、(株)渋沢様、

編集後記
新年あけましておめでとうございます。平成 31 年の幕開けです。子ども達もお餅を食べたり、施設長
からお年玉をもらったりと嬉しそう。それぞれの新年を楽しんでいるようです。ただ、受験生たちは 3 月
8 日の合格発表まで、あともう少し。 みんな頑張れ！

