
 

 

 

 

 

【2019年度】新規採用職員紹介 （写真：4月 1日実施された辞令交付式） 

      

平成 31 年 4 月 1 日児童養護施設はなこみちに新たに 13 名の仲間が加わりました。そんな仲間たちを紹介し

ます。これからよろしくお願いいたします。【50 音順】 

 

東田圭介【書記 中列向かって右から 4 番目】      

この度４月から書記として、はなこみちのみなさん

の仲間入りをしました東田圭介です。子どもたちが過

ごしやすい、職員のみなさんが働きやすい環境作りに

取り組みたいと思います。どうぞよろしくお願いしま

す。 

内田真人【児童指導員 中列向かって右から2番目】 

新しい時代の訪れと共に、はなこみちの職員として

加わることができ大変うれしく感じています。子ども

の権利擁護と将来の自立を第一に考え、日々の業務を

行っていきたいと思います。至らない点も多々あると

思いますが、これからよろしくお願いします。 

剱持貴幸【児童指導員 後列右から４番目】      

４月からぷちとまとに配属となりました釼持です。

私は、子ども達の自立に向けてメリハリのある指導や

支援を心がけていきます。まだまだ至らない点も多く

ありますが、先輩職員の方々や同期の職員の人達から

様々な事を学んで頑張って行きたいと思います。 

 

小玉直也【児童指導員 後列右から２番目】 

今年度よりかぶらに配属になりました。女の子のユ

ニットということで、私には分からない事が特に多く

あるように考えます。しかし、細かなことへの観察も

怠らないようにすることで、子ども達と積極的なコミ

ュニケーション関係を築けていけたらと思います。よ

ろしくお願いします。 
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小宮涼香【保育士 中列向かって右から３番目】 

この度、保育士として入社しました小宮です。不慣れな

点もたくさんありますが、職員同士支えあって勤務に取り

組みたいと思います。また、子ども達が笑顔で安心して過

ごせる生活の環境づくりに励みたいです。どうぞよろしくお

願いします。 

富井寿大【児童指導員 後列右から３番目】 

この度、もろこしの職員になった富井です。大学の

ゼミで子どもの発育発達とスポーツというテーマを

学びました。サークルでは近隣の小学校と協力してイ

ベントを開催し、他にはスポーツクラブの手伝いをし

ていました。この経験を生かして頑張ります。 

仲田明日香【保育士 中列左から５番目】     

今年度から新規採用職員として務めさせて頂くこ

とになりました。仲田です。先輩職員や子ども達から

多くのことを学び、力としながら、はなこみちの一員

として成長していけるよう精進していきたいと思い

ます。 

野村駿弥【栄養士 後列左から４番目】 

４月から栄養士として働く野村です。子どもたちに

食事を通して食べる事の楽しさや、面白さを食育の一

環として教えていけるよう努力に勤しみたいと思い

ます。厨房のアイドルとして、頑張っていきたいと思

いますので宜しくお願い致します。 

太 一誠【児童指導員 中列右から５番目】  

今年度、4 月から児童指導員として、入社しました

太です。現在は、そらまめで勤務しております。日々、

児童と触れ合う中で児童の成長はもちろんのこと、自

分自身も子どもたちと一緒に成長出来るようにして

いきます。 

町屋かなめ【児童指導員 中列左から 4 番目】 

今年度からかぶらに配属されました。経験が浅く分

からない事ばかりですが、自分にできる事を精一杯だ

して頑張ります。子どもとの関わりの中でいろいろな 

ことを教えたり教わりながら子ども達と一緒にここ

で成長していきたいと思います。よろしくお願いしま

す。 

松崎俊行【児童指導員  後列左から１番目】     

 今年度から新規採用職員として勤めさせて頂くこ

とになりました。松崎です。子どもたちのことを思い

考え、子どもたちと寄り添っていきながら、共に成長

していきたいと思っております。至らない点等も多々

あるかと思いますが、よろしくお願いします。 

武笠竜馬【保育士 後列左から３番目】 

 ４月よりぷちとまとに配属となりました武笠です。 

諸先輩方、同期職員と連携し子どもの最大の利益とな

る環境作り、指導が出来るよう努めたいと思います。

至らない点が多くご迷惑をおかけする事が多いと思

いますが精一杯頑張ります。よろしくお願い致します。 

米澤亮太【保育士 後列左から２番目】     

この度、そらまめの職員として働かせて頂くことに

なった米澤です。学生の時に実習をさせて頂き、アル

バイトもさせて頂きました。アルバイトの経験を活か

して、日々努力し、頑張りたいと思っております。こ

れからよろしくお願いします。 

 

春休みバーベキュー大会 
４月５日（金）に深谷市サングリーンパークにて、

今年度からはなこみちの仲間になった新採職員さん

13 人を歓迎するバーベキュー大会が開催されました。

子どもと職員ほぼ全員が参加し、天気にも恵まれ絶好

のバーベキュー日和。子どもたちもはりきって職員の

お手伝いをしてくれました。職員も子どもも火おこし

に苦戦して大変でしたが、みんなで焼いたお肉や野菜

はとても美味しかったです。子どもたちはパーク内に

ある変形自転車で遊んだり、アイスやジュースを買っ

たりして喜んでいました。新採職員のみなさん、これ

からよろしくお願いします！（猿橋花恵） 

                           変形自転車を楽しむ子ども達 

 



                                      

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

ユニット通信 

新年度を迎えて、もろこしユニットにも、様々な変化

がありました。進学のために退所した子ども、高校へ入

学し、これからの新しい環境に胸を躍らせる子どもたち。

少しずつ自立していく姿がとても凛々しかったです。 

そして、進級して去年よりも少し頼もしくなった子ども

たち。新年度を迎える前は、みんな少し不安そうにして

いたのが嘘のように、各々が新しい環境で一生懸命生活

しており、生き生きとした笑顔であふれています。 

 もろこしユニットには、新任職員が３人入り、より賑

やかなユニットになりました。慣れない仕事に奮闘して

おり、力強さを感じます。これから協力し合いながら子

供たちにとって安心できる居場所を作っていきたいと思 

います。 

そらまめユニットでは３月に中学校を卒業し、４月か

ら高校に進学する子どもがいます。 

入学式では、名前を呼ばれたときに元気よく返事をし

ているのを見て、「きっと高校３年間頑張ってくれる」と

思わせてくれるようないい返事でした。 

 高校に進学するだけでなく、進級する小学生もおり、

始業式が終わり、ユニットに帰ってくると、ランドセル

の中はたくさんの教科書やノートでいっぱいでした。 

自分が小学生のころ、この時期にはたくさんの教科書を

もらって帰るため、肩が痛くなったことがあることを思

い出しました。子どもたちに「新しい先生はどうだっ

た？」と聞くと、「優しそうな先生だよー」と答えてくれ

ました。「一年間頑張っていこうね」と声を掛けると、「う

ん！」と力強い返事が返ってきました。勉強など難しく

なってくるとは思いますがしっかりサポートをしていき

たいと思います。 

こんにちは！ぷちとまとユニットでは昨年度、高校

３年生のＨ君の就職が決まり退所しました。また小学

生のＹ君、Ｋ君が退所し、現在高校２年生に進級したＲ

君、中学生２年生に進級したＲ君、小学生５年生になっ

たＲ君、小学２年生になったＤ君、幼児のＡ君の計５名

と人数が少なくなりましたが、皆で毎日楽しくにぎや

かに生活しています。春休みのディズニー小旅行では、

退所した３名と楽しい思い出がつくれました。 

４月からは幼児のＡ君が幼稚園に入園し、日々、成長

を実感しています。また、新採職員２名がぷちトマトユ

ニットに配属されました。最初は子ども達との接し方

に戸惑っていましたが、今では心強い仲間になりまし

た。この新体制で今年度は団結して頑張っていこうと

声をかけ合っています。夏休みや旅行と楽しい行事が

続きますが、ケガやトラブルなく無事過ごせるよう職

員も見守っていきたいと思います。 

かぶらユニットでは春休みの小旅行で東京ディズニー

ランド・ディズニーシーへ外出しました。春休み中とい

うこともあり、混雑していましたが、個々で工夫をして

楽しんでいた様子が見られました。そして、昨年度末、

１人無事に就職し、巣立っていきました。これから立派

な社会人として仕事に一生懸命頑張ってほしいと思いま

す。 

今年度それぞれ一つずつ学年が上がり、高３・高２・

小６・小４・小２・幼稚園の年長さんと現在６人の子ど

も達が和気あいあいと生活を送っています。来春で自立

し退所する子、小学校・中学校へ進学する子がいます

が、子ども達と一緒に少しずつ準備をしていきたいと考

えています。 

 新人職員も３人入り新たな風が吹いたので、これを機

にもっと子どもたちが暮らしやすい環境づくりを目指し

て、今年度１年間切磋琢磨していきたいと思っていま

す。 

 元号も「平成」から「令和」となります。新たな気持

ちで子どもたちと一日一日を大切にして子どもたちを自

立へ促せられるように支援していきたいと思います。 

そらまめ 主任 草野 大 もろこし 指導員 岩月友里恵 

ぷちとまと 指導員 小宮 紀会 かぶら 保育士 根本 健也 



 

 

4月 5月 6月 

1 日 

3 日 

5 日 

 

8 日 

9 日 

10 日 

日 

17 日 

19 日 

 

22 日 

27 日 

29 日 

辞令交付式 

人材確保委員会 

新規採用職員歓迎バーベキュー大

会 

入学式・始業式（各小中高） 

法人役員会【理事会・評議員会】 

運営会議 

入園式（幼） 

リーダー会議 

職員会議 

授業参観（小） 

家庭訪問（小～26 日） 

授業参観（中） 

昭和の日 

 

1 日 

3 日 

4 日 

5 日 

8 日 

10 日 

11 日 

14 日 

23 日 

25 日 

27 日 

 

 

即位の日 

憲法記念日 

みどりの日 

こどもの日 

運営会議 

リーダー会議 

土曜授業（中） 

職員会議 

中間テスト（中～24 日） 

学校公開日（小） 

法人役員会【理事会】 

 

 

7 日 

10 日 

 

12 日 

14 日 

18 日 

24 日 

 

 リーダー会議 

 法人役員会【理事会・評議

員会】 

 運営会議 

 保育参観（幼） 

 職員会議 

 プール開き（中） 

  

 

食育研修会が行われました 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 報恩感謝・善意の寄付 

 

 

 

編集後記 平成 31 年度「はなこみち」は新規採用職員 13 人を迎え、１か月が過ぎようとしています。

同時に「平成から令和へ」新しい時代が幕を開けようとしています。新しい時代を生きていく子どもたちの

よりどころになるように、これからも職員一丸となって全力で取り組んで参ります。（広報担当） 

行事予定表【4月・5月・6月】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行事予定（1月・2月・3月） 

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。 

4 月 19 日（金）女子栄養大学教授 田中久子氏をお迎

えして食育研修を行いました。本講義を受けて、食育と

は特別な取り組みをするというより、日常の食生活につ

いて考えることが大事だという事が分かりました。特に

朝食が子供たちの学力と健康に大きく影響することを再

認識し、指導員の皆さんと給食室が一枚岩となって食育

に取り組んでいきたいと改めて感じました。（福地敬子） 

 

小泉産業様・NPO 法人タイガーマスク基金様・チュチュアンナ様・ダスカジャパンクァウテモック様・ 

葵はなこみち支援会様・田中明様・Jｓファクトリー様（順不同）・アスカ深谷店様・マルハン深谷店様 
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