
今年度より児童指導員とし
て、はなこみちで働かせていた
だいている阿部 純です！  
はなこみちでの業務が始ま
り 2 週間が過ぎ、はなこみちで
生活する子どもたちの元気の
良さに驚かされる毎日です。 
また、新規採用職員歓迎の
バーベキューや日々の業務の
中で施設の皆さんの優しさを
感じています。子どもたちに負
けない元気の良さと持ち前の
身体の丈夫さを軸に、先輩・同
期、子供達と忙しく楽しい毎日
を送っていきます。 

 

この度 A棟に配属となりまし
た塩原幸と申します。はなこみ
ちには、本年度より保育士とし
て勤務させて頂くことになりまし
た。 
私が想像している以上に困
難な場面に直面することもこれ
から沢山あるかと思いますが、
未熟ながらも皆様のお力添え
を頂きながら私個人としても成
長していき、はなこみちにも貢
献していけたらと思います。 

改めまして、よろしくお願

い申し上げま 

施設長挨拶 

―令和２年度を振り返って― 

                         施設長 大澤栄次 

 

昨年度は、コロナ禍のため、春には子どもたちが約２か月間の長期休校を強いられる等、

自粛生活を余儀なく送る 1 年になってしまいました。また、８月には新棟の小規模ユニットを

２か所開設したほか、年度末には子ども広場の整備や遊具を設置するなど、慌ただしく１年が過ぎ去りました。 

それでも“はなこみち”では、職員が様々なアイデアを絞り出し、ドッジボール大会、はなこみちシアター、

ソフトボール大会、登山、ハイキングなど、施設独自の行事を数多く実施したことにより、子どもたちに取って

潤いのある有意義な 1 年になったようです。 

この４月に“はなこみち”を巣立った５名の卒園児たちも、社会人になるにあたって、期待に胸を膨らませて

いる人もいれば、社会へ出ることへの不安に駆られている人もいるかと思います。是非、採用を勝ち取ったとい

う自信を胸に、着実に自立していって欲しいと思います。 

また、令和３年度は、６名の新規採用職員を迎えることができました。６名の皆様には、初心を忘れずに“は

なこみち”で成長していってくれることを強く期待しています。 

終わりに、関係者の皆様の温かいご支援に感謝を申し上げ、挨拶とさせていただきます。 

 

令和３年４月１日、６名の新規採用職員を迎えて辞

令交付式を実施しました。交付式では新規採用職員代

表の言葉として、阿部職員から今後の抱負を語っても

らいました。 

社会経験が豊富な人もいれば、この春に学生から社

会人として新たなスタートを切った人もおり、出身地

もさまざまで個性豊かな顔ぶれとなりました。 

今回、新規採用職員の方々より入職にあたっての抱

負を聞きましたので、ご紹介させていただきます。 
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はじめまして。Ｂ棟へ配属に
なりました原徹也と申します。 
先輩職員をはじめ多くの

方々より丁寧な指導やアドバイ
スをいただき、充実した日々を
送らせていただいています。ま
た、子どもたちに良い影響を与
えられる職員になれますよう
日々精進していきます。 
今後ご迷惑等おかけするこ

ともあると思いますが、一生懸
命頑張りますのでご指導の程
よろしくお願いいたします。 

 

 

 

はじめまして。施設心理士の
原田紗利那です。 
子どもたちに寄り添い、安
心・安全を感じられる心理支援
が出来るよう励んでまいりま
す。また、先輩職員の良い点を
たくさん吸収し、子どもたちとと
もに私自身も成長していけれ
ばと思っております。 
未熟な点が多くご迷惑をお
かけしてしまう点もあるかと存
じますが、ご指導ご鞭撻のほど
よろしくお願いいたします。 

 

今年度から C 棟勤務になり
ました馬場未悠です。 
約2週間働いてみて、子ども
達の元気な姿に私自身も元気
を貰うことが出来ています。 
これから大変なこともたくさ
んあると思いますが、先輩方の
子どもへの関わる姿やアドバイ
スを参考にしていきたいです。 
  はなこみちの一員として子ど
も達と一緒に遊び・学び共に
成長していけるように頑張りた
いと思います。これからよろしく
お願いします。 

 

 

今年度から C 棟に配属され
ました。吉田蒼紫と申します。 
県外から越してきて、初めて
のことばかりで間違いや忘れる
ことが多く不安が堪えませんで
したが、その都度先輩の方々が
笑って優しく教えて頂けて背中
を押してもらえました。 
難しく繊細なお仕事でも「子
どもたちの笑顔が見られるのな
ら」と「後にできる後輩に安心し
て頼れる先輩に」そんな期待を
胸に秘め日々一歩一歩精進し
ていきたいと思います。 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

春の歓迎バーベキュー 

 
 

 

 

心理士 ぷちとまと 

いちご ぽてと 

対面式 ～新たな出会いを大切に～ 
辞令交付式の後に、児童と新規採用職員の対面式と、

今年度新たに入所した児童の紹介を行いました。 
対面式では、新規採用職員の自己紹介をした後、積極

的に質問をしている児童もおり、新規採用職員との新た
な出会いに強い期待を持っているようでした。 
また、3月には、女子児童 2名、男子児童 1名が新た

に入所しました。対面式で他の児童や職員の前で自己紹
介をする予定でしたが、慣れない環境に緊張していたよ
うで、付き添いの職員のサポートを受けながら紹介を行
いました。 
 児童養護施設では毎年新たな出会いがあります。当
然、毎年のように児童同士の関係性に変化が生まれ、時
にはトラブルに発展してしまうこともあります。しか
し、児童も我々職員もこの出会いを貴重な経験と捉え、
多くのことを学び成長していきたいものです。 

春休み中の４月５日（月）に、毎年恒例の新規
採用職員歓迎バーベキューを行いました。 
今年の天気はあいにくの雨模様でしたが、ユ

ニットごとに屋根のあるベランダに集まり、バ
ーベキューを楽しみました。職員が中心となっ
て肉や野菜を焼き、児童はお腹いっぱい食べる
ことができたようです。新年度になってユニッ
トのメンバーも新しくなり、みんなで楽しく話
をしながら親睦を深めることができました。 



ユニット通 信   
  

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
そらまめ 指導員 太 
 

 

 

そらまめでは、3 月に 1 名の児童が入所し、
1 名の児童が就職に伴い退所しました。また、
ユニット編成もあり、7 名の児童で令和 3 年度
を迎えることになりました。 
新学期が始まり、幼稚園に入園する児童、小

学校・中学校に入学する児童たちがいました。
新しい環境になり最初は戸惑う児童もいまし
たが、今では学校であった出来事を楽しく話し
てくれます。新入所児童は、そらまめの中で最
年少であり、外遊びが好きな児童ですので外で
元気よく遊び、食事もいっぱい食べます。 
 再来年度で就職を控えている児童もいます
ので、職員一丸になって、自立に向けての準備
や就職のサポートをしていきたいと思います。 
 新型コロナウイルスが、まだ落ち着いていな
い状態でありますので、児童の健康にも気を付
けながら本年度も支援をしていきたいです。 

もろこしは 3 月中旬に幼児さんの入所もあ
り、より幼児中心のカラーが強くなって新年度
を迎えました。児童の移動、環境や人員の変化
に、新任職員も迎え、日々忙しく、賑やかに生
活を送っております。日中一番活気があるのは
もろこしならではでないでしょうか。 

4 月は入学・入園もあり、新しいランドセル
や制服に身を通して、少しお姉さん気分の児童
もおり、微笑ましい春を感じております。より
幼児さんを中心とした支援の工夫や予防を展
開できるよう、職員も気持ちを新たに支援に反
映させていきたい次第です。 

 
 
 
新ユニットが開設されてから半年以上が経ち

ました。新しいユニットでの生活にも慣れ始め
ると、徐々に落ち着いて生活をすることができ
はじめました。 
今年度は新任職員も 2 人 C 棟に配属され、試

行錯誤しながら子どもたちの支援に励んでいま
す。中学校に進学した子どもには、中学生とい
う自覚と責任感を持ち、勉強や部活動を頑張っ
て欲しいと思います。また、中学三年生の子ど
もには、高校進学に向けてこれまでよりも勉強
に力をいれて頑張って欲しいです。職員は勉強
のサポートや高校進学に関する情報収集をして
いきたいと思います。希望の進路が実現できる
ように子どもと一緒に頑張っていきます。 

 

 
 
ぷちとまとは、高校生１名、中学生１名、小

学生２名の計４名で令和３年度をスタートさ
せました。４月８日には高校と中学の入学式が
あり、新たな学校生活も始まりました。通学時
間も昨年度と異なり、新たな生活リズムに慣れ
るのは大変ですが、２人とも早起きをして頑張
っています。高学年となった小学生２人も、自
分のペースを大事にしながら日々の活動に一
生懸命取り組んでいます。 
昨年度はコロナの影響で多くの行事が中止

になってしまったので、今年はユニット内でも
楽しい思い出をたくさん作れたらと考えてい
ます。先日は子どもたちからの要望で、近場の
神社まで桜を見に行ったり、地域の川沿いをサ
イクリングしたりしました。コロナ禍は今後も
続きそうですが、施設として工夫できることを
考え、1日 1日を大切に過ごしていきたいです。 

 
 
 
心機一転、新しい学年をスタートさせた、か

ぶらの子ども達。 
勉強に集中したあとは、外で元気よく遊び、

朝昼夕の 3食をしっかり食べ、夜はぐっすり眠
っています。規則正しい生活を送ることがで
き、かぶらの子ども達は風邪知らず。 
過ごしやすい日が多くなりますので、子ども

達にきれいな風景をたくさん見せることが出
来るよう、思い出作りもサポートしていきたい
と思います。 
新型コロナウィルスの心配もまだまだ続き

ますが、子ども達が健康で、心地よく生活する
ことが出来るよう支援していきます。 
 

 

 
ぷちとまと 指導員 内田真人 
 

 
 
いちごユニットでは 3 月中旬に新しい児童を

1 名迎え、3 月末に就職に伴い 1 名の児童が無
事退所していきました。児童編成があり少しメ
ンバーも変わり今年度は小学校中学年が二人、
最高学年が一人、中学生が各学年一人ずつと比
較的児童の年齢が近い 6 人でのスタートとなり
ました。4 月に新任職員を迎え、職員もより賑
やかになりました。 
新学期を迎えそれぞれ進級、進学をし、勉強

もだんだんと難しくなりますが、子ども達と一
緒に日々成長しながら過ごしていきたいです。 
まだまだ新型コロナウイルスの影響もあり外

出等の制限も多いですが感染症対策をしっかり
と行い、元気で笑顔あふれる生活が過ごせるよ
う職員一同支援していきたいです。 

そらまめ 指導員 太 一誠 

 

もろこし 保育士 八須紗綾 

 

ぷちとまと 指導員 内田真人 

 

かぶら 指導員 安藤佳奈子 

 

 

ぽてと 指導員 草野 大 

 

いちご 保育士 須賀優莉 

 



行事予定（４月・５月・６月） 

４月 ５月 ６月 

1日(木) 

5日(月) 

7日(水) 

8日(木) 

10日(土) 

12日(月) 

13日(火) 

15日(木) 

17日(土) 

22日(木) 

27日(火) 

 

30日(金) 

 

辞令交付式・対面式 

ＢＢＱ大会 

運営会議 

始業式・入学式 

避難・消火訓練 

入園式 

職員会議 

Ａ棟会議 

ユニット調理(Ｂ棟) 

Ｂ棟会議 

リーダー会議 

プロジェクト会議 

Ｃ棟会議 

4日(火) 

5日(水) 

6日(木) 

8日(土) 

11日(火) 

13日(木) 

15日(土) 

17日(月) 

18日(火) 

20日(木) 

22日(土) 

25日(火) 

27日(木) 

ミニ運動会 

運営会議 

Ａ棟会議・中学校連絡会 

ＰＴＡ資源回収 

職員会議 

Ｂ棟会議 

避難・消火訓練 

授業参観(小) 

Ａ棟自立支援会議 

Ｃ棟会議 

ユニット調理(Ｃ棟) 

Ｂ棟自立支援会議 

リーダー会議 

1日(火) 

2日(水) 

3日(木) 

4日(金) 

8日(火) 

10日(木) 

12日(土) 

17日(木) 

18日(金) 

19日(土) 

23日(水) 

林間学校(小５) 

運営会議 

Ａ棟会議 

プール開き(小) 

職員会議 

Ｂ棟会議 

避難訓練 

Ｃ棟会議 

社会科見学(小４) 

ユニット調理(Ａ棟) 

授業参観懇談会(小) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

               

  

               

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。 

 

避難・消火訓練 
 

「備えあれば憂いなし」 
 

毎月一度、火災を想定した防災の為に、避難・
消火訓練を実施しています。 
その他にも年に１回、施設全体で総合防災訓練

を行います。 

その際には、消防士の立会いの下、消火器を使
用した消火訓練も行っています。 

職員としては、子供達にも火事の怖さ・地震の
恐ろしさ等を伝えながら、緊張感を持って訓練に
あたるように努めています。 

実際に災害等がなく、訓練だけで済むように
日々願うばかりです。 
 

報恩感謝・善意の寄付 

・株式会社梅林堂様 

・株式会社ハーベス様 

・株式会社ワイティーエス様 

・株式会社チュチュアンナ様 

・日本缶詰びん詰レトルト食品協会様 

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) 

 

ボランティアサークル花小路会員募集あなたも活動してみませんか？ 

児童養護施設はなこみちを支援するボランティアサークルです。遊びや学習、生活支援などを中心に実施してい

ます。お気軽にお電話ください。（048-574-3146） 

 

― 編集後記 ― 

 令和３年度「はなこみち」は新規採用職員６

名を迎え、はなこみち全体がより一層温かな空

気に包まれるようになりました。 

変わらずコロナウイルスの脅威は去らないま

まですが、それを吹き飛ばす勢いで、職員一同

頑張っていきたいと思います。 

(広報担当) 
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