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No.52 新春号

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。本年もよろしくお願いします。

少し前の話になりますが園児のAさんに会うとその時の光景を思い出します。

わたしの孫は喜連川小学校に通つております。

喜小には、父母の授業参観とは別に祖父母授業参観があります。Aさんと孫は同じクラスです。

授業が始まる前に担任の先生が言いました。「先生は、じいちゃんばあちゃんの顔は分かりませ
ん。じいちゃんばあちゃんが出席している方は手を挙げてください」と

その時です。私は教室の後方におりましたがAさんはくるりと振り返り笑顔で私を確認し、大きく手
を挙げました。その後も先生の質問に答えておりました。私をじいちゃんと認めてくれて嬉しい気

持ちでいっぱいでした。

町中でのグループホームを始めて何年か経ちますが地元の方々から注目され快く受け入れられ
ている様子が窺えます。少子化で子どもの数は減つております。私の町内では喜小に通つている

子は二人です。子ども会もありません。ですから地元の方々はどこの家庭の子どもか分かります。

園の子どもたちが登校する時に、地元の方々に「おはようございます」とあいさつしているという知
らせが寄せられました。明るい子供たちのあいさつが地元の方々を清々しい気持ちにさせている
様子です。笑顔は、時間に追われあわただしく生活している人も心配事を抱えている人も、心を

解きほぐしてくれると思います。

笑顔でのあいさつが人間関係にいかに大切か

と思います。われわれ一人一人に与えられた貴

重な財産だと思います。笑顔を大切にしていき

たいと思つております。



七五 三

11月

(フラミンゴ役でした☆)

学習発表会(小学校)

中学校でも12月 に発表会がありました。
クッキー作り

12月

10月

幼稚園運動会や喜中の長距離走大会がありました!

クリスマス会

饂．機 養徳園

膠卸購働繁海意機

9月
喜小運動会

中高生登山

総合避難訓練

喜小持久走大会

②  
この他、高齢児合宿もありました♪ 12月 は大忙し!!
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幼稚園 小学校 聾学校運動会

みんなそれぞれ大活躍 しま した。

社会体験事業

み んなでデ ィズ

ニーにいってきま

した。あいにくの

天気でしたが昼過

ぎから雨が上がっ

たのはみんなの日

頃のよいおこない

のおかげだね ♪

プ ロ コ ル

ファー丸山茂

樹さんよりご

寄付を頂きま

した。ありが

とうございま

した。

③

カエル クラブのカヌー体

験教室 に参加 |1初 めて

の体験で ドキ ドキ したけ

どたのしかった !

クリスマス会

今年は歌手の佐藤英里 さんが来てくだ さいま した。

ドラえもんやAKBの 曲も一緒に歌って くだ さいま し

た。



ボランテイア主催招待事業

今回は泣かずに動物連と

触れ合えたよ(^0^)/お馬

さん、はいどうぞ !

大出まゆみ様 :喜養

いつも本を読み聞か

せをしてくれます。

11月 2日 手打ちそば 田中耕―様 :氏養

お蕎麦おいしかつたよ。ありがとう。

■0月 ■9日 西那須野ロータリークラブ様 那須どうぶつ王国招待 :喜養 氏養

11月 9日  美容室 Lico様 :喜養

七五三の着付け、髪をセッ トして

くれました。

■2月 7日  ロータアク ト様 :喜養

園の木や壁にLEDの イルミネーションを

寄付していただき、飾つてくれました。

■2月 20日  済生会乳児院様 :喜養

元担当の人に会えてうれ しかった。また行

きたいな。

12月 2■ 日

ハーレーオーナーズグループ栃木チャプター様 :喜養

今年もパイクに乗つたサンタさん達が来てくれました I

毎年かっこいいバイクに乗せてくれてありがとう!

■1月 23日 栃木SCサ ッカー観戦 :氏養

選手がプレーする姿はとてもかつこよかつた。

■2月 11日 西那須野教会様 :喜養

教会のクリスマスに招待 してくれました。

大きいパイプオルガンに感動です。

■2月 20日 ラーメン 照る照る坊主の会様 :氏養

■2月 22日  日光アイスパックス様、COPフ ロンティア欄ディンクル就職支援センター様 i喜養

子ども達との交流をし、ケーキ、お絵かきセットを頂きました。

サンタの会様 ■2月 23日 :氏養 12月 25日 :喜養

たくさんのクリスマスプレゼントありがとうございました。

Ⅷ靡



地 元 紹 介
～氏家養護園編～

みや こ家の経営者エ リアマネー

ジャーである、村上健一 さんの古
い家を、縁あつてお借 りし、当施

設の地域小規模施設『みや こ家』

を運営しています。

おすすめは「極太 石焼つけ麺 J
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職人工房は、や きいもを販売 しているキ ッチンカー

のお店です。鈴木 朗(あ きら)さ んが割烹クラブ前の駐

車場に 12時～ 19時で営業をしています。

これからの時期は今官神社 と提携 して、受験生や就活

中の方にもつてこいの『勝ちイモ』の販売があるそ う

です !!!

焼 き芋の他にも焼き芋ボール、たこや き、ギ ョーザ
ボール、など気になる食べ物があるのでチェックして

みてくださいね☆
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苧 地元の新鮮な素材からヨーロッパを中心

に、海外から空輸 した素材でカジュアルな

西洋料理を提供するお店です。店内はとて

もおしゃれで、落ち着いた雰囲気の中で食

事を楽しむことができます。

フンチタイム       11:30～ 14:00

日替わ リパスタランチ   1000円 ～

(パ スタ・サラダ・デザー ト・ ドリンク)

Cafe&dining NIttA
さくら市氏家2545



栃木ユースアフターケア協同組合主催自立支援プログラムに参加 しました

9月 20日 (土) とちぎ青少年センター 第 ¬・ 2研修室

「認識 しよう性の知識」 県南児相 櫻井裕子主査、手塚葉子主任

県南健康福祉センター 星野員由美主任

性教育

少 し戸惑いを感じられる場面もあつたけれど、参

加者からは、わか りやすかった、ためになつたと

の感想が多く聞かれました。

10月 25日 (土 ) 栃木県学悠館高校

「社会で役立つ法律知識」 栃木県司法書士会 石原委員 式

．ゝ↓怠
・■、爆■ぷ■卜・

11月 22日 (土)IFC調 理師専門学校 (三友学園 )

「料理教室 (簡単野菜料理)」

栃養協調理員部会 部会長 下野三楽園 池田栄養士

黎

メイクの練習

仕事に行 くのに

ふさわ しいメイ

クを練習しまし

た。み ん な 真

貪1:

12月 6日 (土) とちぎ青少年センター 第 1研修室

「仕事のお話とみだしなみについて」

丁BCスキャッ ト今日キャリアカウンセラー

伏木キヤリアカウンセラー

だいじ家 塩尻真由美講師



支援者の広場
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みなさんから養徳園・養護園ヘ

の想いを寄せていただきます。

私たち「LUCKY夢 ( ACT10NJ 児童養護施設で暮らす子ども達の笑顔の為に支援活動する団体です。

氏家養護園さんと初めてご縁を頂いたのは 2年前。年末に年越 し蕎麦ならぬ 「年越 しラーメンで子ども達を笑顔にしよう」
と仲間たちと訪間したことが始まりです。

それから、私が自称アーティス ト (笑)と して活動している 「和知心書JでオリジナルTシ ャツを作製 し、その売上の利益

を寄付させて頂いたり、仲間たちとの 「草取 り作業Jや 「ビアノの調律支援J(も ちろん私は出来ませんので仲間の知人の調

律師さんに依頼 しました。)あ とは、 「鯉のばり」の寄付 (新品ではありませんが)。 日常的に施設に伺い子ども達と遊んだ

り、職員の皆さんのお手伝いはなかなかできませんが、たまに家に来る元気で賑やかでちょっとお節介な規戚のおじさんやお

ばさんの様な感覚で子ども達と「ふれあい」が出来ればいいなと思つています。これから、活動の先に 「子ども達の笑顔があ

るJと そう信 じて仲間と一緒に楽しく活動しています。

そして、今までの活動から現状を学び、今後の活動に於いて大切なことだと感 じているのは、施設を卒業 した子ども達への

自立と就労の支援です。社会に出た時 「一人ばつち」にならず、周 りの人たちとの 「つながり」を持てるような社会や職場作
りをすることが大切だと考えています。多業種の仲間で活動している私たち一人ひとりが、このような意識を持ち、また一人
でも多くの人たちにこのことを認識 してもらい 「つながり」のある社会づくりのお手伝いをさせて頂ければと思つてお りま

す。

一人ひ とりの子 ども達が で 「夢Jのある毎日が過ごせますよ

～子ども達の心に 「夢の種」をまきましょう～

これが私たちの愛言葉です。今後ともよろしくお願い致 します。

今回ご紹介させていただく、和知様は、上三川町に店を構える “ら一麺藤原家"さ んの代表で、和知心書といった独自の書を

お書きになる書家でもあります。また、ボランティア団体 “照る照る坊主の会"の会長や “LUCKY夢 (ド リーム)ACT ON"の
プロジェクトリーダーとしてもご活躍で、特に児童養護施設に対してのご理解が深く、積極的な支援活動を行ってらつしゃる方です。

県内外の色々なイベン トにも出店 し、そこで得た収益金を児童養護施設に寄付 して下さつたり、各施設に出向いては、おいしいラー メンを

提供 して下さつたりと氏家養護園ばかりではなく県内外の児童養護施設においても支援活動をなさってお ります。

～for children～ 11-585を 合言葉に、栃木の11か所の児童養護施設から全国の585か所の児童養護施設への支援を目標に活動されてお ります。

またさらに、栃木から東北三県に桜の苗木を届けようと、栃木さくら11プ ロジェク トとぃった活動も積極的に取 り組まれております。

これほどまでにたくさんの社会的活動をされていると、全く自分の時間がなくなってしまうのはないかと思 うほど、日々東奔西走し、 “世

のため 人のため"に頑張つてらっしゃいます。

これから1)健康に留意され、益々のご活躍を祈念いたしてお ります。

氏家養護園園長 大谷 順一

今回は色々な形でご支援いただいているL∪ CKY夢 (ド リーム)ACT10N 和知知明会長に想いを綴っていただきました。

和知知 をご紹介 させていただきます。

亀ψ「
日々雑感t簸多

′ 「園内研修に参加 して…」

先日行われた園内の研修場面から、

「例えば、子どもがお医者さんごっこをしてました。お人形さんのお しりに注射をしてたら、片桐さん、なんて言 う?」

困つたなあ、普通、注射は腕にするけど、音の人なら、お しりに注射 したって聞いたし・・・。この子、 4歳 8か月の設定になつて

いる。おしりに注射する???

「え～、『お しりに注射 しちゃったんだ～.』 (笑)」

これつて答えになってないですね。けれど正解というのもない。こうい う場面は見たことないけれど、何と言お うかすぐに言葉が出

てこなかった。

ベテランの職員がすぐさま「言葉は人間にとつて大切な手段だから、どうしても言葉で説明したくなる。でも4歳 8か月の子に言葉
で説明できますか ?子 どもと何をするかが大事だと思 うな。」

そ ういえば、この数日前、 「力を入れることより、力を抜く加減とタイ ミングが大切」と同じ職員は言っていた。野球、サッカー、

水泳・・・ぅ どんなスポーツでも力を入れることより力を抜く技術が重要であるのはスポーツに共通 していえることですね。対人援助
の仕事であれば、相手を前にして自分の素をさらすことでしょうか。気を張るのでなく、気のゆるませ方が大事ということでしょう

か
^

「オアシスJっ ていい響きですね。何かとせわしい日常でも、ほつと虐、をつける、そんな生活の場にしたいです。

養徳園 片桐 洋史

0す ヤ サ ーーヤ ヤ ヤー ヤ ヤ サ ー ー _ャ す o⑦



多くの方々の善意に支えられています。
‐
1 .

【寄   付】
喜養

加藤美恵子 矢吹三雄 大武秋雄 フー ドバンク ダイエー 土屋利夫 土屋和子 鷹栖律子 古山営子 角田尚子 COPフ ロンティア榊

田野達雄 岡本チヨ 羽切紀子 下田和恵 坂内源之亜 中澤哲秀 小森寿久 伊藤恭子 栗橋清行 菱沼チイ 渡辺誠一 矢吹るみ子

青木茂幸 菊地晨喜 小林正樹 森恵美子  栗田治江 田村修也 簑輪雅江 櫻井伸彰 村上―典 浜野敏雄 荒井紀―郎 石塚―美

金子哲也 石塚幸雄 小林基 天女目聡 中村信也 薄井徳治 加藤茂之 鷹栖智子 大武守 千葉秀明 黒尾真― 金瀬咲子 國井博

宇田友伊  五味渕薫 君島淳子 谷田幸政 樋口元岡1 臭田真樹 鈴木一雄 吉成重雄 野辺幸枝 黒澤光子 阿部久美子 武田勇

福田純一 福田その子 野口庸晴 穂坂幸子 上野勝夫 山田和子 伊達悦子 深尾淳 笹沼良子 磯ヶ谷正恵 野沢浩尉 福田雅章

日光東照宮社務所祭儀部 安納スイーツ 全国シャンメリー協同組合 アイスバックス 奥田隆介 斎藤里加 日向野勝 益子浩

カゴメトマ トツリー事務局 氏家ライオンズクラブ 花塚クリニック 楽天サンタプロジェクト ほっともつと 庄助会 俵由利子

西那須野幼稚園 桜花 栃木県共同募金会  宇都宮東ロータリークラブ夫人の会 とちぎつばさの会那須塩原支部  北関東マツダ

社会復帰促進センター チュチュアンナ さくら市社会福祉協議会 西那須野ロータリークラブ さくら市更生保護女性会 市川―真

日.0,G栃 木チャプター 欄旭工務店 いイエロースタジオ 野田市社会福祉協議会 宅原重行 宅原秀夫 阿見大哉 細田慶信 片柳洋

(有 )安全保障警備 福田和正 エマールグループ 岡本麻利子 加藤雅子 丸山茂樹 日本鏡餅組合 馬場経子 自瀬利博 益子―典

l■l日 本出版販売コミュニケーションチーム 那須ハーモニーシエアライオンズクラブ テスタ2号 毎日新聞東京社会事業団

氏養

櫻井宏次 浜野敏雄 安納スイーツ 全国シャンメリー協同組合 投資家テスタ2号 熊谷豊子 小林石油 荒巻州弘 藪下行平

ラッキー夢アクション みる(ラ ンドやまもり 日本鏡餅組合 桑島俊雄 櫻井伸彰 鉢村八重 伊達悦子 斉藤大介 小林秀和

チュチェアンナ ヨシツネ 丸山茂樹 上野勝夫 北関東ペプシヨーラ販売株式会社 ほっともつと 毎日新聞東京社会事業団

北関東マツダ  マルハン氏家店 マルハン那須塩原店 増渕精肉店 欄イエロースタジォ 栃木県共同募金会 中津川クリニック

野沢浩尉 野沢員1子 福田雅章 手塚彰― 鷹栖律子 鈴木稔夫 栗橋清行 稲本敦子 田野達雄 鈴木秀和 服部和雅 小堀泉

浅野重勝 福田和正 若倉健 大谷順― 阿久津哲明 鈴木里美 武田真輝 相馬勇亮 相馬加奈子 関谷淳 柴田響 平川将大

ファミリーマー ト馬場店 楽天サンタプロジエクト カゴメトマトツリー事務局

【ボランティア・招待事業】

喜養

西那須野ロータリークラブ  美容室麟co  ロータアクト  西那須野教会

大出まゆみ  H.0.G栃木チャプター  日光アイスバックス  サンタの会

● ● ● 000000000000● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

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」が公開されていま

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是非、ご覧く

ださい。

☆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 ください。

T329 1412 栃 木 県 さ く ら 市 喜 連 川 1025

社 会 福 祉 法 人  養 徳 園

TEL 028-686-2239 FAX 028‐ 686-2595
<ホームヘ―゚シ・URL>

http:〃 yohtOkuenhp.klds.coocan.」 p/            
‐||

<Eメー177卜・レス>    yOhtokuenonifty.com              ■||

● ● ● 000000● 0000● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

氏養

西那須野ロータリークラブ サンタの会 照る照る坊主の会 まなびや 田中耕一 福田麻美

平成26年9月 1日 ～平成26年 12月 3■ 日までの方々です。敬称は略しました。

済生会乳児院  つばさの会

COPフ ロンティア

入 所 状 況  ■2月 3■ 日現在

喜 養 男 女 合 計

幼 児 4名 2名 6名

小学生 12名 16名 28名

中学生 7名 6名 13名
高校生 4名 4名 8名

その他 0名 0名 0名

合  計 27名 28名 55名
氏 養 男 女 合 計

幼  児 4名 5名 9名

小学生 ¬1名 5名 16名

中学生 5名 4名 9名

高校生 7名 7名 14名

その他 0名 0名 0名

合 計 27名 21名 48名

☆小規模オアシス・野辺山の児童は喜養、

みやこ家・琴平の家は氏養に含む。
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