
 

 

 

 

平成 26 年 4 月 1 日付けで、施設長が交代い

たしました。前施設長八須信治は法人理事長に、

新施設長には前副施設長関根隆幸が就任しま

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 チャイルド・ナーシング・ホーム
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はなこみち 

社会福祉法人 彩の国ふかや福祉会 
住    所  埼玉県深谷市西大沼 44番 1 
電    話    048 - 574 - 3146 
発  行 日  平成  26 年  6 月  1 日 
Mail  hanakomichi@iaa.itkeeper.ne.jp 
URL http://www.mycaregarden.jp/hanakomichi 

「退任のご挨拶」 

謹啓 益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。 

さて、私事 このたび 3月 31日をもちまして児童養護施設はなこみちの施設長を退任

いたしました。今後は、社会福祉法人彩の国ふかや福祉会の理事長として責務を全うす

ると共に併せて施設社会貢献事業として、あんしん市民相談支援センターのＣＳＷ(コミ

ュニティー・ソーシャルワーカー)としての責務を果たして参ります。 

後任の施設長には、関根隆幸が就任いたしましたので今後とも変わらぬご厚情を賜り

ますようお願い申し上げます。 

平成 26年 6月 

社会福祉法人 彩の国ふかや福祉会 
児童養護施設  はなこみち  
あんしん市民相談支援センター 
理 事 長   八 須 信 治 

「就任のご挨拶」 

初夏の候、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。平素は、私共“はなこみち”

に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

“はなこみち”では、３月３１日をもって施設長・八須信治は退任し、４月１日付で関

根隆幸が施設長に就任いたしました。”はなこみち”で副施設長として２年、それ以前の

障害者支援施設（身体障害、知的障害）、児童養護施設での３５年の経験を施設長として

活かし、”はなこみち”の児童の支援、職員育成等に努めてまいる所存でございます。”は

なこみち”は何分にも若い施設でございます。至らない点も多々あろうかと思います。ご

指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。 

平成 26年 6月 

社会福祉法人 彩の国ふかや福祉会 
児童養護施設  はなこみち  
あんしん市民相談支援センター 
施 設 長      関  根  隆  幸 
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卒業 

春の息吹を感じる中、高校の卒業式を無事に迎え
ることが出来ました。様々な思いを共有し、分かち
合って歩んできた仲間と共に卒業式を迎えること
に、子ども自身も、感慨深いものがあったようです。
卒業者名を呼ばれ、大きな声で返事をし、すっと立
つ子どもの後姿は、どこかとても大きく見え、立派
に感じました。式典終了時には、仲間と涙を流しな
がら退場し、別れを惜しみながらも、次へ前進しよ
うとする勇ましい姿も見られました。18 歳での退所
に際し、不安や期待等の様々な気持ちも多くある中、
自立に向けた第一歩を踏み出す意気込みを感じられ
たと共に、職員として、子どもの成長を改めて肌で
感じることが出来た節目の卒業式となりました。 

（中村紗綾） 

入学 

花フェスタ 

沢ガニとりに行きました 

野球観戦（ライオンズ招待） 

今年は 5 人の新１年が入学し、新しい制服に着ら
れている感じがしましたが堂々と入場している姿や
呼名で大きな返事をしている姿をみると成長が感じ
られ、職員共々嬉しい気持ちでいっぱいです。これ
から中学校での生活が始まりますが先生・先輩・友
達等たくさんの人たちから多くのことを学びとって
成長してもらいたいです。 

（岡崎友美） 

 「楽しみだあ！」 
 五月五日、元気な子ども達の声と共に園を出発しました。 
 「あっ、いたいた！」 
と聞こえる中、石を動かすとかわいらしい沢ガニがあち

らこちらで見つかりました。 
 濡れないように川の端の石の上を上手に歩く子、思い切
り水の中に入り、びしょびしょになりながらも沢ガニをつ
かまえる子、様々に楽しんだ時間でした。 
少し涼しい日でしたが、それにも負けないパワーと熱気

な子ども八人でした。 
（眞田博子） 

５月２４日に『西武 vs ヤクルト』のプロ野球の試合に招待
して頂き、子どもたち数名と観戦に行ってきました。子どもた
ちは１つ１つのプレーをじっくりと見ており、よく分からない
場面があると、「あれはどういうこと？」と尋ねてくるなど夢
中になって見ていました。試合は９回までハラハラドキドキの
展開が繰り広げられ、最後まで一生懸命応援をする姿が見られ
ました。普段はあまり見ることの出来ないプロ野球の試合観戦
に行かせて頂いたことで、子どもたちにとってとても貴重な経
験になったと思います。 

（岡田香菜里） 

4 月 26・27 日に深谷城址公園で行われた花フェスタに行
ってきました。自転車で会場まで向かうと、すれ違う人たち
が皆大きな風船を持っており「あれ欲しー！もらえるのか
な？」といつの間にか風船がお目当てに（笑）。会場は見渡
す限り様々なお花が飾られており、チューリップで作られた
“ふっかちゃん”を見つけると「うわー、かわいいね。チュ
ーリップひとつひとつで作ったんだね。」と大はしゃぎ。帰
りには、お目当てになっていた風船を頂き、帰園してからも
楽しそうに遊んでいました。 

（金井彩香） 

今年も桜が舞う風景の中２人の児童が小学校へ入
学しました。２人とも緊張しているのか、式典が始
まるまでは廻りをキョロキョロ心配そうに眺めてい
ます。いざ、式が始まると１人ずつ入学の子の名前
が先生によって呼ばれていきますが…無事返事をす
る事が出来たので職員も一安心でした。 
これから小学校では勉強や楽しい行事も沢山あり

ます。怪我無く元気に過ごして欲しいです。 
（塚越雅彦） 

（小学校・中学校共に 4月 8日） 

中 

小 高 
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今回は子ども達が書いた「サワ

ガニ採り」の感想日記です！ 

読み辛いものもありますが、一

生懸命絵も描いてくれまし

た！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子どものページ 

小4男児 → 

↓ 小2男児 

左から読んでくださ

い。 

↑ 小1女児 

↓ 小5女児 

↑ 小1男児 

↓ 小3男児 

↑ 小6女児 左から読んでくださ

い。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

はなこみち こども祭り 

今年も児童養護施設 はなこみち では

「こども祭り」を開催いたします！ 

 

日頃からお世話になっている皆さまに施

設から感謝の気持ちを込めて行うお祭り

です。 

参加は無料になっていますので、どうぞ

遊びに来てください。 

日時：平成 26年 7 月 19 日（土） 

時間：14：00～ 

場所：はなこみち 園庭 

社会福祉法人 彩の国ふかや福祉会 

児童養護施設 はなこみち 

住所：埼玉県深谷市西大沼 44-1 

電話：048-574-3146 （塚越） 

～お問い合わせ～ 

※写真は以前のものを使用しています 

お 知 ら せ お 知 ら せ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ユニットから  

ぷちトマト（男子小規模） 

リーダー 小久保良 

ぷちとまとでは、この春に 1名高校を卒業し無事

就職も決まった児童がいます。就職が決まったのが

3月に入ってから、退所後の住むところが決まった

のが 3月 29日だったのでとても慌ただしかったで

すが、無事に決まってホッとしています。退所後、

その子の職場を訪れる機会がありました。退所して

10日ほどしか経っていなかったのですが、作業着を

着て仕事をしているその子がすごく大人になった気

がしました。嬉しくもあり、寂しくもあり、少し複

雑な気持ちでした。 

ユニットは新たに 1名児童が加わり、新しい 8名

で 4月がスタートしました。みんな学年が上がった

ことで勉強が難しくなり、毎日大変なことだらけで

すが、子ども達と一緒に日々成長しながら頑張って

いきたいです。 

 

主任 中村佑也 

かぶらユニットからは、高校を卒業し、1 人の児
童が社会へと巣立って行きました。彼女は、早々に
進学先も決まり、残すは居住地という所で卒業間近
に進学を辞退。1 人暮らしをしながら仕事をすると
決めました。その背景には、社会に出て自分でお金
を貯め、その時にまだ「ダンスをしたい。」と言う気
持ちがあれば自分のお金で学校に行こうという彼女
の気持ちがあったようです。彼女の決断は、今後の
人生に向けて大切な決断だったと思っています。 
退所後、彼女から電話がありました。退所前と変

わらない声でしたが、「すみません」「ありがとう」
という言葉をはっきりと言え、口調も穏やかでした。
退所して数か月ですが、一生懸命生活している様子
がうかがえました。 
施設で過ごした期間は、彼女の人生の中でのほん

の一時に過ぎないと思います。正直、在園中の彼女
の対応はしんどかった・・・ですが、口うるさく言
われた事を思いだして、気付いて、いつか自分の力
に変えてくれる時が来てくれればと思いました。 

 

もろこし（女子ユニット） 

統括 大谷靖子 

今年の 3月、小学 6年生のＲちゃんが退所しまし
た。はなこみちが創立した平成 19 年から入所して
いたＲちゃんですから皆さびしい気持ちでいっぱい
ですが、新しい中学校でお友達もたくさんできて 
元気に通学していると聞き、安心しました。 
現在は 2歳～14 歳までの女子 10名でにぎやかに

生活していますが、小学生の中でスポーツ少年団で、
バレーボール、バスケットに入団している子ども達
がいます。バレーをやっている 6 年生のＦちゃんは 
チームのエースとして活躍して、県大会に出場しま
した。また、バスケットをやっているＭちゃんは県
北強化チームの選手として選ばれ選抜大会を目指し
て厳しい練習に参加しています。ここまでは体育会
系女子のお話ですが、このほかにもプランターに 
枝豆、きゅうり、ミニトマトを栽培してお野菜のお
世話をしている優しいＹちゃん。お歌が大好きで 
いつも踊っている幼児さんたち。最近勉強に励んで
いる中学生 3 人。個性豊かなもろこしの女の子達。
今年もたくさん泣いたり笑ったりしようね。 

 

そらまめ（男子ユニット） 

リーダー 小森大輔 

本年度は高校生 3人。中学生 4人。小学生 5人。

幼稚園児 1人と、職員 4人で始まりました“そらま

めユニット”ですが、高校・中学・小学校にそれぞ

れ進学した児童が 4 人と今まで以上に新しい環境に

出て行く子ども達が多いので入学式から 6 月になる

今までバタバタと慌ただしく時間が過ぎ、ようやく

落ち着いてきたという状況です。 

先日卒園した子から連絡が入りました。彼は大学

受験を目標に頑張っていましたが、家庭に戻りバイ

トをしながら予備校に通うことになりました。彼は

卒園した後に施設での生活を振り返ると、大変な事

もあったが今になってまわりの人達の優しさや大切

さが少しではあるが分かるようになったと話してく

れました。 

今年は卒園が決まっている児童が 2 人います。ま

だまだ現実が見えていな部分は有りますが、夢に向

かってこの一年ガンバってもらいたいものです。 



行事予定（6 月・7 月・8 月） 
【6月】 【7月】 【8月】 

4日  運営会議 2日  運営会議 2日  消火避難訓練 
7日  消火避難訓練 3～4日  関東ブロック児童

養護施設研究協議
会 

3～4日  教員 20 周年研修 
受け入れ 7～9日  中学 3年修学旅行     

11日  実務者検討会議   6日  運営会議 
12～13日  小学 6年修学旅行 5日  消火避難訓練 8日  埼玉性的虐待研究

会 13日  中学校いじめ防止
対策委員会 

  みんなの竹飾り   
  9日  実務者検討会議 13日  実務者検討会議 
  交通安全総会   発達障害研修 19日  要保護対策協議会 
  埼玉性的虐待研究

会 
11日  埼玉性的虐待研究

会 
20日  職員会議 

    22日  施設対抗球技大会 
17日  要保護対策協議会 11～13日  深谷市 七夕祭り 27日  リーダー会議 
18日  職員会議 15日  要保護対策協議会    

  係担当会議 16日  職員会議    
19日  書記会 18日  小学校・中学校 

終業式 
   

20日  社会貢献活動セミ
ナー 

     
  19日  はなこみち こども

祭り 
   

  小学校いじめ防止
対策委員会 

     
  23日  リーダー会議    

25日  リーダー会議 25日  小学校・中学校教員
研修 

   
  感染症基礎研修      

26日  協会けんぽ埼玉県
大会 

25～27日  深谷まつり    
        
         
   未定  はなこみち旅行    
         

 

 報恩感謝 善意の寄付 
株式会社チュチュアンナ 様 

株式会社日本ワークシステム 様 

株式会社西武ライオンズ 様 

株式会社メイト 様 

セカンドハーベスト・ジャパン 様 

サンスマイル 様 

明治神宮 崇敬会 様 

徳間寛子 様 

 

（順不同） 

いつも温かいご支援ありがとうございます。 

～編集後記～ 

今年 3月末に はなこみち を退所し社会に飛び立った子どもが 3人います。就職、浪人、進学準備とそれぞれが
進んだ先は違いますが、各々自分の夢、希望を持って はなこみち を巣立って行きました。彼ら彼女らには夢や希
望を追いかけて突っ走っていってもらいたいですが、つかれた時には はなこみち に立ち寄って羽を休めてエネル
ギーをためて・・・また突っ走る！はなこみち が彼ら彼女らの心のよりどころとしてあり続けてくれたらなと願っ
ています。また、社会に飛び立つ準備をしている子ども達には、はなこみち にいる間に何か夢や希望を見つけても
らいたい。そのための手助けを職員全員でしていきたいなと思っています。 

（広報係 古河） 

あなたも活動しませんか？ 

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。 

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 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 

あんしん市民相談支援センター 
これは、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

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) 


