
4 月から新規採用職員として A 棟に配属されました新井沙彩

と申します。入職してから 2 カ月経とうとしていますが職員の

方を始め子どもたちにも支えられながら、毎日過ごしていま

す。まだまだ未熟ですが子どもたちの気持ちに寄り添うことの

できる職員になれるよう、精進してまいりますのでご指導のほ

どよろしくお願いします。 

 

施設長挨拶 

 

このたび令和 4 年 4 月 1 日に大澤栄次前施設長の後任として施設長に就任 

いたしました八須治でございます。 

施設長という大役を仰せつかりその重さを痛感しております。 

私自身、微力でございますが、施設運営と共に子どもの権利の『生きる権利』 

『育つ権利』『守られる権利』『参加する権利』を念頭に置き、子どもの安心・ 

安全を心掛け、職員共々努めて参ります。 

また、多くの皆様の力をいただき、この大役を果たしていきたいと思っております。前施設長

同様、変わらぬご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げましてあいさつとさせていただき

ます。 

施設長 八須 治 

 

令和 4 年 4 月 1 日、3 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、新井職員から今後の抱負を語

ってもらいました。 

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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今年度から B 棟に配属になりました桑島百萌と申します。入

職して約１ヶ月が経ちましたが、先輩職員の方々や、子どもた

ちから毎日多くのことを学ばせて頂いております。子どもたち

の気持ちに寄り添い、子どもたちがそれぞれ自分の個性を大切

にしながら成長できるよう、支援をしていきたいと思います。

まだまだ慣れないこともあり、ご迷惑を掛けることもあるかと

思いますが、ご指導の程よろしくお願い致します。 

 

今年度から栄養士として務めさせていただくことになりまし

た、吹田真夢です。 

子ども達に、食事を通して食べる事の楽しさ・大切さを教え

ていけるよう精一杯頑張りたいと思います。 

至らない点が多くご迷惑をお掛けすることがあるかと思いま

すが、ご指導ご鞭撻のほど宜しくお願いいたします。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

春の歓迎バーベキュー 

 

 

 

 

栄養士 

かぶら 

 

 

子どもの日の 5 月 5 日（木）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。今年度は新型コロナウイルスの影響で 1ヶ

月遅れの開催となりました。当日は、天気も良

く、ユニットの児童だけではなく、他のユニッ

トの児童とも積極的に交流する姿を見ること

が出来ました。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になるくらい食

べることが出来ていました。ユニットの垣根

を超えて職員・児童ともに親睦を深めること

ができました。     指導員 山岸 孝気 

 

事務所 

B 棟 桑島 百萌

桑桑島百萌島百萌 

3 月 21 日より事務職員として入職した川島康代です。子ど

も達と直接触れ合う仕事ではありませんが、快適に過ごせる場

を提供できるように、バックアップしていきたいと思います。

また、次世代を担う若い職員さん方が気持ちよく働ける環境づ

くりの一助になれるよう日々研鑽を重ね、骨身を惜しまず全力

で職務に邁進する覚悟です。 

栄養士 吹田 真夢 

事務所 川島 康代 



ユニット通 信   
  

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
そらまめ 指導員 太 
 

 

 

そらまめでは、小学 5 年生 1 名の新入所児童
を迎え入れました。今年度は幼稚園 3 名、小学
生 3 名、中学生 1 名、高校生 1 名の計 8 名でス
タートしました。新学期が始まり、新しい学校
に通う児童、中学生になった児童、5 月から幼
稚園に通い始めた児童と新しい環境での生活
が始まりました。生活リズムに慣れるまで大変
だと思いますが、児童・職員ともに頑張ってい
きたいと思います。そらまめの持ち味は、活発
な児童が多いので、毎日外遊びやユニットでも
和気あいあいと過ごしています。この 1 年間、
健康で風邪に負けないように日々の生活を送
りたいと思っています。 

 

 

 

 

もろこしでは 3 月末に高校生の退所を終え、

4 月に小学 1 年生の入所児童を迎え、高校生 1

名・中学生 1 名・小学生 4 名・幼児 2 名の計 8

名での生活がスタートしました。それぞれ学年

が上がり、新生活に奮闘している姿が見られま

す。また、A 棟では新規採用職員も 1 名増え、

毎日賑やかに生活をしています。コロナ禍で制

限がある中、ユニット外出を行うことが出来て

いませんが、今年はユニット全員で外出が出来

ることを楽しみにしています。体調に気を付け

て職員・児童共に生活をしていきたいと思いま

す。 

 

 

ぽてとユニットは、高校生 1 名、中学生２名、

小学生 2 名の５名でスタートしました。高校へ

の入学で不安を抱いたり友達作りで苦労したり

することもあると思いますが、新しい出会いで

友達をたくさん作り、思い出を増やしてほしい

です。中学生のなかには進級し、最高学年とな

って受験を控えている子もいます。これから勉

強をより一層頑張ってもらいたいです。 

コロナ渦ではありますが、今年はユニットで

の外食、外出も少しずつできればと思っていま

す。 
 

 
 

 

 

 
ぷちとまとは、昨年度末に中学生が 1名加わ

り、計 5名の男子児童で令和 4年度をスタート
させました。はなこみちのなかでは年齢層が高
く、中高生の割合の多いユニットです。活動的
な子も多く、休みの日にはこども広場でバスケ
ットボールやバドミントンをしたり、地域の公
園で遊んだりして過ごしています。昨年度と比
べて、自分から勉強しようとする姿が増えてき
たことは成長点だと感じています。今年度は中
3 の児童もおり、高校入試という大きなイベン
トも控えています。受験に限らず、一人ひとり
が将来を考えるなかで、自分の理想や希望を持
ち、自己実現を図れるよう職員一丸となって応
援していきたいと思います。 
 

 

 

3 月末に高校 3 年生の退所を終え、かぶらユ

ニットは 4 月から、小学生が２人、中学生が 2

人、高校生が 1 人の計 5 人の児童での生活が始

まりました。勉強に部活にと忙しい毎日ではあ

りますが、どの子も逞しく頑張る姿が見られま

す。また、新しく女性職員が 1 名加わったこと

もあり、更に賑やかに活発に毎日を過ごしてい

ます。まだまだコロナウイルスの脅威も収まら

ない状況ではありますが、少しずつ元の生活に

戻ってけるように、児童・職員共に健康な体作

りに励んでいきたいと思います。 
 
 
 
 

 
 
 
いちごは、高校生 1 名、中学生 3 名、小学生

2 名の 6 名でスタートしました。4 月 8 日には
中学生、高校生の入学式もあり新たな学校生活
も始まりました。通学方法や通学時間も昨年度
と異なり新たなリズムに慣れるのは大変かもし
れませんが子ども達も頑張っています。また、
中学生は部活動や委員会活動、小学生は高学年
となり学習や友人との外出など日々子ども達の
成長を感じています。 
昨年度もコロナ禍ということで行事が中止や

縮小となってしまいました。今後もコロナ禍は
続きそうですが、感染対策をしっかりとおこな
い「いちご」らしく明るく元気に楽しい思い出
を作っていきたいと考えています。 
 

そらまめ 指導員 太一誠 もろこし 指導員 前田彩夏 

 

ぷちとまと 指導員 内田真人 

 

かぶら 保育士 仲田明日香 

 

 

ぽてと 指導員 宮島拓真 

 

いちご 指導員 遠山絵美 

 



行事予定（４月・５月・６月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

               

  

               

４月 ５月 ６月 

1日(金) 

6日(水) 

8日(金) 

9日(土) 

12日(火) 

14日(木) 

17日(日) 

21日(木) 

26日(火) 

28日(木) 

 

 

辞令交付式・対面式 

運営会議 

始業式・入学式 

防災訓練 

入園式、職員会議 

Ａ棟会議 

ユニット調理(Ｂ棟) 

Ｂ棟会議 

Ｃ棟会議 

リーダー会議 

 

2日(月) 

5日(木) 

6日(金) 

7日(土) 

10日(火) 

12日(木) 

16日(月) 

19日(木) 

20日(金) 

23日(月) 

26日(火) 

 

運営会議 

新任職員歓迎 BBQ 大会 

Ａ棟会議 

防災訓練 

職員会議 

Ｂ棟会議 

Ａ棟自立支援計画会議 

Ｃ棟会議 

新任職員研修 

Ｂ棟自立支援計画会議 

リーダー会議、給食会議 

1日(水) 

2日(木) 

4日(土) 

5日(日) 

9 日(木) 

14日(火) 

16日(木) 

19日(日) 

22日(水) 

23日（木) 

 

24日（金） 

運営会議 

Ａ棟会議、教育相談（小） 

防災訓練 

修学旅行（中）～7（火） 

Ｂ棟会議 

職員会議、新任職員研修 

Ｃ棟会議 

北辰テスト(中) 

授業参観・懇談会（小） 

リーダー会議、給食会議 

自然体験学習～24（金）

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 
・吉本興業株式会社 様 
・NPO法人 RBAインターナショナル 様 

・株式会社チュチュアンナ 様 

･NPO 法人 CAP センター・JAPAN 様 

・株式会社カーブスジャパン 様 

・心 Reborn協会 代表理事 Kayamado 様 

・株式会社 Daska＆Desiree 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 ― 

 新年度が始まり２ヶ月が経とうとしています。

世界に目を向けると、ウクライナでは戦禍が広が

り、目を覆いたくなるような状況が続いています。

多くの子どもたちが学校で十分な学習ができず、

衣食住もままならない環境に直面しています。児

童福祉に携わる私たちにとって、子どもの権利擁

護の意義を改めて捉え直す機会なのではと日々感

じています。           （広報担当） 
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