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ソフトボール 

大会 

８月２３日に埼玉県児童福祉施設親善球技大会が行

われました。練習を通し、子どもたちと触れ合うこと

で新たな一面を知る良い機会になりました。また、一

緒に喜んだり、励まし合ったりと子どもたちとかけが

えのない時間を共有できたと思います。惜しくも 3

回戦で負けてしまいましたが、必死に一生懸命やって

いた子どもたちが本当にかっこよかったです。来年は

もっと練習して頑張ろう！！！ 

 

8 月 24 日、深谷市東ロータリークラブの方々が、当

施設の小学生たちを児玉にある「スリーピークス」と

いうボルダリングクラブに招待してくださいました。

参加した子ども達は、経験者も居れば初挑戦の子もい

ましたが、それぞれが楽しんで参加していました。登

ることを怖がる子どもにも、更に難しいコースに挑戦

しようとする子どもにも、ロータリークラブの皆さん

やスタッフの方々がそれぞれに合わせたサポートを

してくれ、みんなが楽しむことができました。 

 キッズピア足利・パティオに行き、キッズピア足

利では、トランポリンに乗ったものの、怖くて泣い

てしまったり、中に入って遊ぶボール等 90分フル

に遊んで楽しんでいました。パティオでは、水に怖

いと言っていた子が職員の抱っこではあるものの、

肩までつかって遊ぶことができました。 

 参加した子どもたちも楽しかったようで、帰路の

車の中で寝てしまっている子もいました。 

 

ボルダリング 

幼児旅行 
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今年の中高生旅行は 8 月 7、8 日の予定でした

が、台風の影響で 8月 26、27 日に延期になり、

都合が合わず行けなくなってしまった子もいて

残念でした。1日目は相模湖プレジャーフォレス

トで乗り物やアスレチックを楽しんだ後、コテー

ジで 1 泊。2 日目は富士急ハイランドに行きま

した。絶叫系が得意な子は楽しめたようですが、

苦手な子は怖がってしまい、大変そうでした。み

んな暑い中遊んで疲れてしまいましたが、夏の思

い出ができたようで嬉しそうでした。 

今年度の職員提案では、10 人の職員から 24 件の提案が寄せられました。どの提案も身近な暮らし

の中でどうしたら子供たちの生活環境等をより良いものにできるかを考えた貴重な提案ばかりでした。 

採用になった提案は、今後各担当と協議し実現していきます。 

ここでは、採用になった 11 件の提案をご紹介します。また、提案者には褒章制度の規定に沿って報

奨金が授与されました。 

採用になった提案(11 件) 

「屋外用の簡易放送設備を職員会議に活用」「消耗品の一部を集中管理することについて」「職員の確保

に向けて」「厨房職員がユニットで子どもの食事の現状を観察することについて」「ユニット宿直室の扉

の修理について」「衛生管理の質の向上(感染予防)について」「児童用書籍の購入について」「小口現金出

納簿について」「お小遣い帳のチェック」「調理室の窓について」「職員会議の方法について(1部採用)」 

 

旅行のずいぶん前からみんな楽しみにしていた 1

泊 2 日の小学生旅行。 

1 日目は新潟の子供自然大国。バーベキューを楽

しんだり、ワクワクしながら出発した夜の森で、昆

虫を探すツアーに参加し、たくさんの素敵な昆虫に

出会い、目を輝かせたりしていました。 

2 日目は、残念ながら天候の関係で海では遊べな

かったものの、波のプールや流れるプールで浮き輪

に掴まりながら無邪気にはしゃいでいる子どもたち

の姿を見ることができました。 

 子どもたちにとって、お互いがたくさんの笑顔を

見ることのできた素敵な思い出になったのかなと思

います。 

小学生旅行 

 

小学生旅行 

 

 職員提案結果報告 

 

中高生旅行 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ユニット通 信  

 

そらまめ    保育士 八須 直樹 
 

そらまめは、小学生 3 名、中学生 2 名、高
校生 3 名のユニットです。みんなとてもやんち
ゃですが、楽しく生活しています。喧嘩なども
多いですが仲直りもでき、いいこと、悪いこと
の区別がつくようになってきました。 

たくさんのことに興味を持ち、基地なども作
ったりして発想豊かな子たちです。悪いことを
したときは謝ります。たまに掃除なども手伝っ
てくれます。その後は甘えてきて遊んでほしい
素振りを見せます。言うことを聞かないことも
ありますが、その都度声掛けをします。それで
怒ることもありますが、説明をします。理解す
ればわかる子たちです。 

遊んであげたりすると喜んでくっついてき
たりします。外出の時は気分が上がって、いつ
もと違うことができることから、様子も異なっ
てきます。そこで迷子にならないようについて
いってあげたりします。みんな大事な子どもた
ちです。 

 

 

もろこし    保育士 山口 美姫 

もろこしでは、高校生 3 名・中学生 2 名・
小学生 4 名・幼児 1 名の計 10 名の賑やかなユ
ニットです。生活場面では、喧嘩も時々ありま
すが、その都度お互い謝り合い許し合い仲良く
外で追いかけっこをして遊び、室内ではトラン
プや DVD 鑑賞、時々工作等を行いながら過ご
しています。その時には、職員も子どもと共に
外に行き遊んだり、工作では本などを参考にし
て一緒に作ったり、作った物で遊んだりしてい
ます。喧嘩にならないよう 1 人 1 人同じペー
スで行うなど工夫を行っています。 
また、おやつの時間帯では、女の子ユニット

である為、お菓子作りをすることもあります。
ホットケーキを焼き、生クリームやフルーツを
子ども達のお好みでトッピングするなど、楽し
く日々を過ごしています。 
また、職員と子どもで意見の食い違いからの

もめ事もありますが、子ども達から謝ってきた
り、何もなかったような振る舞いをしてきた
り、甘えてくることもあります。そんな時には
職員もしっかりと話をしたりして接していま
す。 
 

かぶら    保育士 安久沢咲栄    
 
2 学期も始まり、どの子も運動会や文化祭な

ど、学校行事に積極的に取り組んでいました。
小学校の運動会では、1 年生は初めての運動会
のため、慣れない練習も大変だったと思います
が、学年種目のダンスや応援などを一生懸命に
練習している姿がありました。 
また、高学年になると係を任され、自分が出

る種目だけでなく、係の活動も頑張っていまし
た。本番当日は天候にも恵まれ、どの子も一生
懸命に取り組んでいました。高校生の文化祭で
はそれぞれ、校内公開と一般公開の２日間行わ
れました。準備にも休まずに参加しており、楽
しく過ごすことが出来たようです。 
 また、高校３年生の子は、就職や退所につい
て考える時期になりました。就職という新しい
一歩を踏み出すことはもちろん、今までとは違
う環境での生活や、今まで一緒に過ごしてきた
友人らと離れることなどに、不安や寂しさを抱
えていると思います。その子の気持ちを尊重
し、寄り添いながら、希望の進路を実現できる
よう職員も精一杯サポートをしていきたいと
思います。 
 

 

ぷちとまと  保育士 岩崎 慎也  

ぷちとまとでは、9 月に高校 3 年生の児童

が無事就職先内定、というおめでたい出来事

がありました。その他にも退所に向けて動き

出している児童もいます。 

また、以前は家庭交流があまり取れていな

かった児童が、家族と外出に行くことができ

たりと良い方向に向かっています。 

 就職が決まった 3 年生はこれから自動車

免許取得に向けて自動車教習場に通う予定

です。また、今後は、自立に向けて身の周り

の整理・整頓、家事などがある程度出来る様

に自立支援室などを活用していこうと思っ

ています。 

 

 



行事予定（10 月・11 月・12 月） 

10月 11月 12月 

4日 

5日 

6日 

6日 

8日 

10日 

11日 

12日 

16日 

16日 

17日 

17日 

17日 

17日 

25日 

26日 

26日 

26日 

関東ブロック会議 

運営会議 

消火防災訓練 

運動会(幼稚) 

体育の日 

職員会議 

親子バス遠足 

中間テスト(中学) 

要対協 

中間考査(妻沼～19 日) 

中間考査(深商～22 日) 

書記会 

全国施設長会議(～19日) 

入園児説明会 

施設創立記念日 

40 周年記念行事(妻沼) 

校内音楽祭(中学) 

保育参観 

1日 

 

3日 

6日 

9日 

10日 

10日 

11日 

13日 

14日 

17日 

19日 

21日 

22日 

23日 

24日 

  26日

 26日 

授業参観・学校公開(羽生

ふじ) 

文化の日・消火防災訓練 

修学旅行(妻沼～9日) 

運営会議 

資源回収(中学) 

深谷市産業祭（～11日） 

おもちゃ王国招待(軽井沢) 

書記会 

県民の日 

ふじ学園祭(羽生ふじ) 

学校公開(妻沼) 

職員会議 

授業参観(低学年) 

31 年度採用職員内定式 

生活発表会(幼稚) 

期末テスト(中学～28日) 

授業参観(高学年) 

  1日 

  1日 

  1日 

  6日 

  7日 

  7日 

 11日 

 12日 

 13日 

 18日 

 18日 

 19日 

 21日 

 22日 

 22日 

 23日 

    

     

資源回収(小学) 

授業参観・学校公開(中学) 

火災防火訓練 

期末考査(深商～11 日) 

期末考査(妻沼～12 日) 

運営会議 

書記会 

マラソン大会(羽生ふじ) 

施設長研修（東京～14日） 

要対協 

球技大会(妻沼) 

職員会議 

終業式(小・中・高) 

クリスマス会 

法人役員会 

天皇誕生日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

               

  

               

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  
 

 

 

 

 

 

 

はなこみちでは毎月定期的に消火防災訓

練を実施し、万一に備えています。 

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 備蓄食糧（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) 

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) 

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) 

報恩感謝・善意の寄付 

マルハン深谷店様・(有)サン・スマイル様・埼玉県商工会青年部連合会様 

はなこみち支援会様・ＮＰＯ法人タイガーマスク基金様・岡本(株)様 

アスカ深谷店様・ねぎ餃子深谷本店様・ガリバーロジスティック(株)様 

埼玉スポーツ用品小売商業協同組合様(右の写真 スポーツ用品引き渡しの様子)→ 

 

 

編集後記 あの暑かった夏の日を忘れてしまいそうな涼しい日が続いています。熱中症の心配もなくスポー

ツの秋ですね。それに食欲の秋、芸術の秋…。運動会や文化祭などが目白押しです。秋空の下 みんな一生

懸命。中間・期末考査も頑張ってね。 
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