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新年を迎えて

理事長

野沢浩尉

あけましておめでとうございます。
オアシス NO.46(平成 25 年 2 月 15 日発行)の私担当の続きです。児童養護施設出身者でプロ野球選手に
成れたか、長い間気にかけ続けておりました。小さい頃から恵まれない環境で育ち、プロ野球選手になる夢
を持ち続けておりました。職員、友達、監督と励ましを受けて成長しました。
「房総のダルビッシュ」と異名
をとり、ドラフト２位で西武ライオンズに指名を受けました。ところが、高３で道路交通法違反で摘発され、
入団は絶望的かと思っておりましたが、入団は許されました。しかし翌年には未成年にもかかわらず、飲酒、
喫煙したことが発覚し、対外試合出場禁止、寮からは夜間外出禁止処分も下されました。苦しかったと思い
ますが、その後の報道によりますと、心を入れ替え、練習に取り組み、寮での生活態度も後輩の手本となり、
イースタンリーグでの活躍が目立ちました。
“つまずき”はあっても立ち直れたなと思いました。晴れて一軍
の選手として活躍できる日を楽しみにしております。
私はキャンプ場の仕事もしております。養徳園児２人と職員の C さんの指導のもと教育の一環として、キ
ャンプ場に小さな物置を作ってもらうことにしました。２×４（ツーバイフォー）工法です。アメリカ・カ
ナダの代表的建築工法で、枠組みに合板を張ったパネルを作る木造工法です。物置ですので２×４もどきか
もしれません。幾つかのパーツに分けて作り、それを組み立てます。スコップを使い基礎となるコンクリー
ト製の「つか石」を敷くことから始まりました。安全装置のついた「スライド式丸のこ」を使い角材をミリ
単位で切断したり、充電式の「インパクトドライバー」でビスを締めつけ作り上げました。完成が近くなる
につれ道具の使い方もかなり上達した様子です。土曜日２時間程度の仕事ですので完成するのに１年と３ヶ
月かかりました。2 人の名前から「A＆B ハウス」と名付け、キャンプ場の一角に建っております。その日
の工事が終わると休憩時間を必ず取りました。園児達との会話の時間です。私を含めて C さんの前では雑談
が始まります。疑問に思っている事や、将来の夢とか、色々な会話が飛び出します。すばらしい一時と思い
ました。この仕事を通じて、共同作業、仕事をすることの楽しさを覚えてくれたに違いないと思いました。
将来自分で自分の家を建てる夢を持ち続けてくれればなと思いました。
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９月

１０月

*氏家幼稚園運動会
女の子も男の子も
一生懸命頑張りま
した☆皆去年より
一回り大きくなり、
迫力のある演技を
見せてくれました!
１１月
*南小学校運動会、運動会振替休日
運動会では、いつも園にいるとき
とは違うかっこいい姿をみせてく
れました(＾＾)また、翌月曜日が
振替休日だったため、小学生だけ
でりんご狩りとﾎﾞｰﾘﾝｸﾞに行って
きました！りんご甘かったなあ♡

*七五三お参り
御嶽山神社にて養徳園の方と
一緒にお参りに行きました！
みんな初めてのお着物を前日
からとても楽しみにしていま
した♡よく似合っているね！

*氏家幼稚園生活発表会
この日のために毎日毎日一生懸
命練習してきました！みんな主
役のように輝いていましたよ☆
園に帰って来てからはたくさん
の土産話を持って帰ってきてく
れました(＾＾)♪

１２月
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*クリスマス会

*大掃除＆もちつき

今年も佐藤ひらりさんがコンサートを開いてくださったり、アル

食堂でみんなでおもちを食べ

パカがサプライズで登場したりと、充実した時間を送ることがで

ました!大掃除頑張ったかい

きました♪ひらりさんは、皆がたくさん練習した“みらい”を聞

があったね♪男の子が一生懸

いて感動してくれたね。ラーメンもとっても美味しかったね！

命餅をついてくれています。

リレーにダンスに応援
団！みんな大活躍だっ
たよ！

今年は群馬の谷川岳
へ！全員登頂できまし
た！

養徳園 58 回目の誕生日。写
真で歴史を振り返りました。

御嶽山神社にお参りに。
私たちきれいでしょ？＾＾

みんなのアイデ
ア、思いのたく
さん詰まった温
かなクリスマス
会になったね。

③

平成 28 年は申年！
ということで、年男・年女の子どもたちに新年の抱負を聞いてみました。

〇私の新年の抱負は、三つあります。

〇部活と勉強を諦めないで最後

一つは、はやね、はやおきをすることです。私は、早

までする。今まであきらめてし

くねることができず朝おこされても二度ねしてしまいま

まうことがあったけど頑張りた

す。なのでがんばってはやくねて、はやくおきたいです。

い。勉強は算数と国語を特に頑

二つ目は、勉強です。私は、算数がにがてなのでしっ

張る。

（氏・小 5 女子）

かり目標をたてて勉強していきたいです。
三つ目は、部屋をきれいにすることです。部屋をきれ
いにするときもちがいいので毎日きれいにしたいです。
（喜・小６女子）

〇野球で肩を強くしてボール
を遠くまで投げられるように
する。テストで 100 点をとれる
ように頑張る。
（氏・小 5 男子）

〇ぼくの新年の抱負はサッカーをもっ
と頑張りたいです。去年はあまり走れ
なかったので、よく走ってトレセンに
受かりたいです。
（喜・小 5 男子）

〇ぼくの今年の抱負は、勉強です。ぼくの苦
手な教科は算数です。ぼくはいつも算数のテ
ストの結果は 70 点とか 80 点とかです。ぼく
〇野球をもっと上手になりた
いから頑張る。好き嫌いしな
いで嫌いなものも食べられる

④

ようにしたい（氏・小 5 男子）

は、授業中とかは、まじめにうけているんで
すけどなぜかいい点すうがとれません。テス
トでいい結果を出すにはいっぱい努力しま
す。すごくいい結果を出してみたいです。
(喜・小 5 男子)

ボランティア招待事業
9 月 20 日
栃木 SC サッカー観戦
選手がかっこよかった！！
11 月 29 日
栃木ＳＣ交流会
9 月 19 日（氏養）
11 月 21 日（喜養）
さくら市更生保護女性会の皆様
春にチューリップが咲くのが楽しみ♪

11 月 25 日 華とはな

様

おいしいそばでおなかいっぱい。ごちそうさまでした！(氏養)

12 月 19 日

照る照るぼうずの会

様

おいしい食事にバルーンアート、すてきなクリスマス
日光アイスバックス

様

11 月 27 日

試合観戦招待

12 月 20 日

ケーキがいっぱい!!!

会！(氏養)

嬉しいな。(喜養)

12 月 20 日
木チャプター

HOG 栃
様

ハーレーに乗ったサ
12 月 22 日

12 月 22 日 (氏養)
25 日(喜養)

楽天サンタプロジェクトの皆様
た くさんの プレゼ ントに 大喜

サンタの会

び!!（氏養）

毎年楽しみにしてい

様

ンタさんがプレゼン
トを持ってきてくだ
さいました！（喜養）

ます！

12 月 23 日
アップライジング

12 月 18 日
様

ボウリング楽しかった!!プロはすごい！(氏養)

西那須野協会

様

神聖なクリスマス会に“本物”を感じてき
ました（喜養）

ありがとうございました

⑤

社会福祉法人 養徳園

では、ホームページを開設しています!

ホームページでは、総合施設長によるブログ「園長のひとりごと」や、氏家養護園の「今日の養護園」、養徳
園の子どもたちの様子を職員が綴る「養徳園日記」を掲載しています。ここで、その一部をご紹介いたします(^-^)

今日の養護園

園長のひとりごと

風邪引きで休みの子が一人、早退の子が一人(>_<)
おじやを作って食べてもらいました!
季節がらインフルエンザ等も流行って来ますので、手洗

Google で「養徳園」検索すると、地図が出
てきてそこに「孤児院」と表記される。

い、うがいを徹底しましょう!!

ずっと気になっていて、他の児童養護施設
を検索しても「孤児院」と表記されるとこ
ろが多い。ただ、氏家養護園は「児童養護
施設」と表記される。
孤児院?？孤児なんていないのに…

午後は、氏家中学校の授業参観にお邪魔しました。

この IT 社会にあって、この分野に関する世
間の認識は戦前並み?？
これってどうにかならないのかな…

皆真剣な表情で、授業に取り組んでいました＼(^o^)／

養徳園日記
創立記念日の次の日は、Y ちゃんの 14 歳の誕生日です。
とても、楽しみにしています。(誕生日が楽しみなんて…うらやましい)
そんな Y ちゃんは、1 年前はジャニーズの「大野くん」の大ファンでした♡
山くん」(区別がつかないけど…)に夢中になっている♡♡

今は、NEWS の「小

…まさに、青春真っ只中です!

そんな成長期をバースデーカードで表現したいと…昼夜思案して…作ってみました!

「大野くん」からスタートし…
この１年の色々な写真を載せ…
つい最近頑張った中学校の長距離走の大会の写真は、
「小山くん」に向かって走っています。

そんなカードを作り、Y ちゃんに送りました(^^)v
カードを見た Y ちゃん…ニコニコしながら…
「よく、こういうこと考えるね？ひまなの？」と一言!

⑥

い・い・え!頭の中はカードの構想で、すっごく忙しかったです!!

このコーナーはいつも様々な形でご支援いただいている皆さんから養徳園、

支援者の広場

養護園への想いを寄せて頂きます。今回は子ども達のヘアカットや七五三、

成人式の時にもご支援いただいている

Yoshi つねグループ会長

薮下行平様に想いを綴って頂きました。

「宿命は変えることは出来ないが、運命は切り開くことは出来る。」
Yoshi つねグループ会長

薮下

行平

拝啓
養護園の先生、生徒の皆様方私は一人一人の生徒が大好きです。なぜなら私は両親の顔を見ずに育って来たからです。
私も施設で育ち皆様方以上の環境で四国で育ちました。
常に恩を受けた人に感謝を忘れず社会人になれば平等になるという志を持って生きてきました。
小さい頃は悲しみでいっぱいの人生もありました。
その時、自分に負けないという心を持ち施設時代頑張ってきました。これからも困った時は何でも言ってください。
生徒達の顔を見ますと自分の小さい頃の様に見えて常にたくましく立派に育って欲しいと愛を込めて

敬具
株式会社 Yoshi つね取締役会長

薮下行平様をご紹介させていただきます。

薮下様は栃木県はもとより、東京都内でもヘアーサロンやペットサロン等を数多く経営されてい
らっしゃる方で当園の子どもたちも日頃からカットや七五三、成人式のお祝いの着付けなどでたい
へんお世話になっております。
またご自身の境遇もおありになり、児童養護施設の子どもたちを応援したいとのお気持ちで、普段か
らお菓子をご寄付いただいたり、またこの度は「私も小さい時サーカスを観たかったから…」とのことで、高価なサ
ーカス鑑賞チケットを全員の分寄付して下さいました。本当に本当にありがたい事です。
この場をお借りして御礼申し上げます。
ご自身のご苦労もありながら、努力され今のような立場におなりになられたことは、子どもたちにとっても励みに、
また目標になることです。
機会がありましたら是非とも薮下様のお話を、子どもたちにもお聞かせいただきたく存じます。
そしてこれからも何かとお世話頂くことも多いかと存じますが、ご鞭撻の程よろしくお願い申し上げます。
氏家養護園園長

日々雑感

「子どもの笑顔」

氏家養護園

小室

大谷 順一

篤美

氏家養護園にお世話になり 4 年が経ち、ひだまりの職員として毎日子ども達と笑ったり、ケンカしたり、ふざ
けたりしながら過ごしています。
時には、
「こんなにふざけてしまっていいのだろうか?」とふと思うこともありますが、ある時の先輩が「食事
の時くらい笑って食べたいよね」と言っていました。確かに、黙って食事をしても美味しさが感じられない。
楽しくその日の 1 日の出来事など話しながら食事をする方が美味しさも感じられます。声の大きい私はついつ
い大声で笑ってしまい「うるさい！」と子どもに注意される事も…。
この 4 年間を振り返ると、長いようであっという間です。毎日”笑顔“を心掛けていても、そうもいかず…頭
を悩ませたり、時には心が折れそうになる時も。しかし、子ども達が「こむろちゃん」と笑顔で呼んでくれる
と、
「よし！がんばるぞ」と気合が入ります。
まだまだ未熟ではありますが、これからも子ども達の笑顔に支えられながら、子ども達と共に成長していける
よう頑張りたいと思います。

⑦

ありがとうございます。多くの方々の善意に支えられています。
【寄

喜養

付】
田野達雄 塩尻真由美 大武秋雄 月井博美

古山當子 （株）エマール 土屋利夫

土屋和子

加藤美恵子 宇賀神浩人・光江 庄助会

一般財団法人丸山茂樹ジュニアファンデーション 社会福祉課社会福祉グループ下野市石橋更生保護女性会 菊池晨喜
鷹栖雅峰

松谷恵子 小林正樹 さくら市更生保護女性会 福田雅章 あいおいニッセイ同和損害保険（株）MS&AD ゆにぞんスマイルクラブ

栗田治江 石塚幸雄 加藤雅子 鷹栖律子 宇都宮東ロータリークラブ夫人の会 菱沼ケイ
コンプライアンス推進機措 青木茂幸 道の駅喜連川直売所 高木一成

庄助 益子一典

荒井紀一郎

鷹栖智子 栗橋清行 小澤早苗

西那須野幼稚園 手塚彰一 渡邉誠一 野沢浩尉

小澤早苗 有限会社 旭工務店 那須ハーモニーシニアライオンズクラブ 栃木つばさの会那須塩原支部
（株）ヘルパーステーションすずらん代表取締役 細川玲子

黒尾真一 中川真澄・ひとみ（里親）金子哲也
門司一徹 石渡親史 谷田幸政 山田かず子

氏家ライオンズクラブ

福本敦子 矢吹るみ子 国井博 宇賀神翔太 松尾栄子 岡本麻利子 馬場経子

北関東マツダ栃木事業部一同 福本光夫 ハーレーオーナーズクラブ栃木チャプター
チュチュアンナ

さくら市居合道連盟 福田和正 ダイエー氏家店

斉藤康浩 株式会社プレナス 安納スィーツファーム農業生産法人

野沢屋 野辺梨屋 横田早苗 吉澤育男 平田 日光東照宮社務所

宇田友伊 浜野敏雄 鈴木一雄 橋本 全国シャンメリー共同組合 小口工務店 宇都宮東ロータアクトクラブ
日本鏡餅組合 高木一成

上野工房 三井物産

H.C.栃木日光アイスバックス

西那須野教会 磯ヶ谷正徳 伊達悦子 野沢則子

マルハン那須塩原店 小倉商店
まやラーメン新鹿沼店 平田

藪下行平

さくら市更生保護女性会

マルハン氏家店

新川久子

鉢村八重

小堀泉

有限会社 旭工務店

栗田治江

富士山明

金枝正実

羽田観光 後豆さん達 山田和子

㈱安納スウィーツファーム農業生産法人

桜井伸彰 全国シャンメリー協同組合

村井邦彦

細井雅生 鈴木念夫

鈴木秀和 服部和雄 小堀 泉 若倉 健 大谷順一

チュチュアンナ

日本鏡餅組合 上野勝夫 東京電力常傭職員労働組合 関博子 毎日新聞東京社会事団 齋藤保夫
服部和雅

桜井伸彰 吉澤一

穂坂幸子 有限会社家原衛生者 代表取締役 宅原秀夫 宅原重行

喜連川社会復帰促進センター 株式会社本田技術研究所 四輪 R＆D センター 毎日新聞東京社会事業団

氏養

荒井達也

プレナス

【ボランティア
栃木 SC

RICO

門司一徹

くる

みるくランドやまもり

北関東マツダ栃木事業部

桜花

鷹栖律子

LUCKY 夢 ACTION

匿名

野沢浩尉

土屋武司

野沢則子 福田雅章 田野達雄 鈴木秀和 手塚彰一 栗橋清行 鈴木稔夫 浅野重勝 福田和正 若倉健 大谷順一

喜養

角田尚子 匿名

照る照るぼうずの会

招待事業】

伊達悦子

H.C.栃木 日光アイスバックス さくら市更生保護女性会 御嶽山神社 西那須野協会クリスマス

済生会乳児院クリスマス

ハーレーオーナーズクラブ サンタの会

氏養

さくら市更生保護女性会

栃木ＳＣ

崔晄

坂田良太他選手 2 名

まなびや

華とはな

サンタの会

楽天株式会社

平成 27 年 9 月 1 日～平成 27 年 12 月 31 日までの方々です。敬称は略しました。

アップライジング

入 所 状 況
喜
ホームページに、養徳園の様子が分かるブログ「養徳園日記」が公開
されてます。また、ホームページでは広報誌がカラーで掲載されてい
ますので、ぜひご覧ください。今年度からリニューアルされたホーム
ページをお楽しみ下さい。
☆広報誌に関するご意見・ご感想等がございましたら、下記までお寄
せ下さい。

養

12 月 31 日現在
男

女

合計

2

2

4

小学生

11

16

27

中学生

5

8

13

高校生

3

3

6

その他

0

１

１

幼児

5１

21

30

男

女

幼児

2

6

8

小学生

9

8

17

中学生

8

5

13

☆小規模オアシス・野辺山の家の児童は喜養みやこ家・琴平の家は氏養に含む

高校生

5

5

10

→

その他

0

1

1

25

49

〒３２９－１４１２

ＴＥＬ028－686－2239
＜ホームページＵＲＬ＞
<E メールアドレス＞

合計

栃木県さくら市喜連川１０２５
社会福祉法人

氏

養徳園

ＦＡＸ028－686－2239
http://yohtokuenhp.kids.coocan.jp//
yohtokuen@nifty.com

合計

⑧

照る照るぼうずの会

養

24

合

計

