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お世話になっためぐみホーム

僕は、今めぐみホームにいてとて
も幸せな毎日を過ごしています。で
もたまに小学生達がうるさくて時に
は嫌になる場面があったりします。
けどそういう時に支えてくれるのが
めぐみホームの先生達です。
ホームの先生達は、時に優しく時
に厳しく指導してくれてとても感謝
をしています。今は、感謝の気持ち
しかないです。僕をここまで育てて
くれて本当に嬉しいです。
先生達の支えがなかったら今の自
分はなかったと思います。
先生達とは、いつも話を聞いても
らったり、たまにはどこかへ出かけ
たり、一緒にご飯を食べたり、たま
にはケンカをしたりしたけどそれで
も楽しい生活を送れました。
四歳から学園にいましたが、こん
な幸せな時間や色々な行事に参加を
して、色々な人との関わりが出来て
そばには友達がいてとても有意義な
生活ができてとてもよかったです。
僕を今まで面倒みてくださった園
長先生をはじめとした先生方、本当
にありがとうございました。
もうすぐ卒園になってしまいます
が、みんなと離れて暮らすのはとて
も寂しいけど一生懸命立派な社会人
になりたいと思います。
周りの人達に感謝の気持ちを忘れ
ず残りの生活を送りたいです。
本当に僕を育ててくれた先生方、
ありがとうございました。学園にい
てとても幸せでした。
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小学６年 男児 『学園の風景』
～ピノキオ絵画教室に通っています～

なりました。当時のクリス
マスは今程華やかではなく、
ご馳走も少なかったように
思います。当時は一、二、
三部共食堂で行っていまし
た。
創立当初のクリスマスに
ついて、東京の上富坂教会
からいらしたボランティア
さんが「上富坂たより」と
いう機関紙に「子持山のひ
と月から」と題して文を寄
せていらっしゃる中に、
「クリスマスイブのこと」
があります。（一九五三年
二月 号）
『夕刻六時、折しも停電
中をローソクで礼拝が行わ
れました。子どもたちはお
そらく生まれて初めてのク
リスマスを経験するのであ
ろう。心より主の御降誕を
祝し、御名を讃美した。ミ
スター中澤のお話をお聞き
する。その後待望の祝餐チ
キンライスとほうれん草と
豆腐のお清しである。食後
二階に戻り中小学生の聖劇
を観て心を温められる。最
後にミスター中澤より一人
一人贈物の包を頂く。ニコ
ニコ顔で座に戻って早速紐

をといている子。今夜は彼
等の顔も明るく洋服も、ズ
ボン、足袋、セーター等皆々
新しい。ミスターミセス中
澤のご苦心の程がうかがわ
れる。最後の楽しみとして
クリスマスケーキのご馳走。
之は二三日夜を徹してミセ
ス中澤と私の二人で焼き上
げた苦心の作。材料もクリ
スマスだけはと、スペシャ
ルケーキ十二個にバターク
リームのデコレーション、
シュークリームもあって豪
華版である。朝から棚のケー
キを見ていた子どもたちは
大喜び。勿体ない様な感謝
でいっぱいになりつつ食堂
で散会。子どもたちは部屋
に引上げ贈物の一つ一つを
取り出して楽しんでいる。
この贈物のことを思うと、
私は子どもに代わって多く
の兄弟姉妹に心から感謝を
申し上げたい。この日の為
に上富坂教会より冬の衣類
の包、羽子板、菓子等を又
或る洋裁学生の方は友達間
で話し合ってマフラー、手
袋、足袋、冬の衣類を数多
く寄せられた。特に云いつ
くせない思いに感激したの

は、長い闘病の床に在り苦
しんでいらっしゃるＭさん
より思いもよらない包が届
いたことである。羽子板、
羽根、なわとび、お手玉、
袋、筆入、お裁縫箱、お人
形、クリスマスカード等を
多くの女の子にと。又幼児
には幼児向のマリ、人形、
風船等を。何と温かい贈物
であろう。総て手製で。
静かな山の上で都会でも
何処でも味わえない貧しさ
と苦しみの中で、気の毒な
数多くの子どもたちと共に
ご降誕のこんな感激を経験
できたことは、私の生涯を
通して忘れることの出来な
い深い喜びとなった。』
と記している。
経費が乏しく物が少ない
のが良いとは思わないが、
経費にゆとりがあり物が溢
れていると、何時かそれが
当前になりありがたいとい
う思いが薄れてしまうよう
な気がする。本当のクリス
マスって何？一度立止って
考えて
みたい。

三年遅れの
サ ンタ ク

ロース

今年もクリスマスが近づ
いてきました。この頃にな
るといつも思い出すことが
あります。
かれこれ五〇年も前のこ
とです。
教会でクリスマス礼拝の
後祝会が開かれ、最後に交
換プレゼントが行われまし
た。みんなで一つの輪になっ
て歌を歌いながらそれぞれ
用意してきたプレゼントを
回し、歌が終わったときに
自分の手許に来たプレゼン
トが自分の物になります。
期待するものが回ってくる
かどうか、不思議なわくわ
く感があります。自分のプ
レゼントが決まり、開封し
てひと言。不要なものでも、
いかにも自分がほしかった
ものだったかのような決め
台詞を何とか考え受けを狙
います。
その日わたしの手許に来
たのは一枚のカードだけ。
それには「ごめんなさい。
プレゼントを持ってこなかっ

↓

クリスマスを前に考え
る
社会福祉法人子持山福祉会

ク リス マスと いう とク リ
スマ スツ リー、 ケー キ、 ご
馳走 、プ レゼン トな ど思 い
浮か べる 人が多 いの では な
いで しょ うか。
子 持山 学園（ 以下 当園 ）
では 本当 のクリ スマ スを 迎
えよ うと 三部形 式で 行っ て
いま す。 一部燭 火礼 拝、 二
部祝 会、 三部食 事。
一 部の 燭火礼 拝は 子ど も
の天 使、 聖歌隊 そし て渋 川
教会 より 牧師先 生を お招 き
して 厳か に行わ れま す。 二
部は がら りと雰 囲気 が変 っ
て、 子ど もたち が司 会を し
聖誕 劇、 歌、踊 り、 ゲー ム
など 楽し く賑や かに 行わ れ
ます 。三 部は各 ホー ムに 戻
り、 待ち に待っ た食 事で す。
クリ スマ ス委員 たち が皆 の
希望 を取 りまと め検 討し た
メニ ュー です。 そし てプ レ
ゼン トに なりま す。
私 は一 九七九 年九 月に 当
時理 事長 園長だ った 中澤 英
三と 結婚 し当園 の指 導員 に

2

2018.12.3

子持山学園「シオンの子」
第41号

子どもの養育を考える

↓
たので、来週講壇の引き出しの中
に入れておきます。」と。
「来週もう一 度クリスマスができ
ます。」とか 何とかコメントしつ
つ、心の中で はあまり期待しない
ことにしまし た。予想通り、次の
週、引き出し の中には何もありま
せんでした。 その次の週も、その
ま た次 の週も …。
三年後、ク リスマスが近づいた
ある日、突然 我が家に小包が届き
ま した 。差出 人は
『三年遅れのサンタクロース』
開いてみる と、毛糸の手編みの
マフラーでし た。あまり上手とは
言えないけれ どもあの頃流行って
いた長～いマ フラーです。手紙に
は、「三年前 のクリスマスに、プ
レゼントを忘 れたので来週持って
きます、と書 いておきながら持っ
ていけません でした。遅くなりま
したが送ります。」とありました。
小包には我が家の番地もなく、
「○ ○先生隣り 望月栄一様」と
だけ書かれて おり、よく届いたな
あと思うと同 時にずいぶん苦労し
て送ってくれ たのだなあと思いま
した。それに三年間ずっと心に引っ
かかっていた であろうことも想像
でき、もらっ たマフラー以上にそ
の誠意を嬉しく思いました。
さて、学園 の子どもたち、今年
はどんな心の こもったプレゼント
が もら えるの かな ？
神様からの 愛のこもったプレゼ
ント＝イエス ・キリストを思いつ
つクリスマスを迎えたいものです。
例年にない暑い夏 を終え、色づ
く木々に意識的に目 を向けないと、
あっという間に冬に なってしまい
そうな、目まぐるし い四季の移り
変わり…。そんな時 期、高校三年
生も、就職、進学と 着々と進路が
決まりかけている。そんな中、
「卒園まであと四か 月、自立して
いけるのだろうか、 掃除に、洗濯、
ご飯、役所関係の手 続き…。」職
員の不安は絶えない 。学園では、
敷地内の親子訓練室 を利用して、
自活訓練生活体験が この時期から
始まる。
「自立」とは何か ？を考えたと
きに、敬愛する先生 が教えてくれ
た、ある言葉が脳裏に浮かぶ。
『自立は依存の完成形』
❘ 誰かに依存することができて初
めて自立ができる。 逆を言えば、
依存なくして自立は成立しない❘
この言葉を覚え、 向き合ってい
きたい。
そもそも十八歳で の自立は未完
成で仕方ないとも思 う。焦ってあ
れこれ教えることよ り、一緒にい
られる残りわずかな 時間の中で、
寄り添い、共に過ご すことで、誰
かに頼っていいんだ よ。信頼でき
る大人はいるんだよ 、そんなメッ
セージを最後まで送 り続けること。
いつか自立できる日 を願って、い
ままだ依存の進行形 でいいのかも
しれない。そしてい つの日か、真
の自立ができたとき、私たちのミッ

ションが一つク
リアできるのか
もしれない。そ
れが五年後、十
年後だとしても、
誰かを信頼し、
依存できる関係 性の中で、人とし
て成長していく のだと思う。卒園
＝ゴールではな く、もう少し、隣
る人とさせてほ しい、それが私た
ちの真意なのか もしれない。卒園
は、あくまでも 通過点に過ぎない
のかもしれない…。
昨今、児童養 護施設でのケアの
ゴールが二〇歳 、さらには、二二
歳と状況に応じ て支援の継続とさ
れてきている。 併せて、十八歳成
人年齢等も含め て社会情勢が変わ
りつつある。社 会的養護を必要と
する子どもたち が抱く将来への不
安、また無限の 可能性を秘めた輝
きを持っている ことを社会へ発信
していきたい。
もうじきクリ スマス。馬小屋で
生まれた、主イ エス・キリストの
ご降誕。ベツレ ヘムの空に救い主
の誕生を知らせ る星が輝いたよう
に、子持山学園 にも星が輝きます
ように…。
「見よ。おと めが身ごもって男
の子を産む。そ の名はインマヌエ
ルと呼ばれる。 」その名は、「神
は、我々と共に おられる」という
意味である。 マ
( タイによる福音
書一章二三節 )
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★小学６年生 男子

★小学4年生 女子

★高校３年生 男子

小学校から頑張っていたサッカー。
高校３年生まで続けられました。お
疲れさま！

数年前は泣きながらしていた大嫌い
な宿題。今は自分一人の力で最後ま
で取り組んでいます。

★高校1年生 女子

★4歳児 女子

★幼稚園年長 男子

机の上の整理がとても上手になりまし 最近、職員がダメな事を注意すると、
た。「これはここのおうちだね」と笑 「しー」と自分の口に人差し指を持っ
てきて、「怒らないで」と言われて
顔で言ってお片付けしています。
いるようです。
★高校３年生 男子

★小学２年生 女子

運動会で踊ったエイサー。頭にバン
ダナ、左手に太鼓を持ち本番さなが
ら…夕食後に踊っています。

６年生になったばかりの時は、まだ
甘えん坊でしたが、今ではご飯の配
膳などお手伝いをたくさんしてくれ
ます。
苦手だった料理も毎日のお弁当作り
で、少しずつ上達してきました！

★中学3年生 女子

いつもは「～だから手伝えない」と
言っていますが、ここぞと言う時は
「やっておいたよ」との一言。あり
がとう！

高校受験。勉強が苦手だけど、少し
ずつ自分なりに頑張っている姿が見
られてるね。目指せ合格！

かがやく星たち
シーパラダイス旅行
水族館ではガラスに顔を近づけ
夢中で魚たちを見ていました。イルカのショー
でも大興奮！！遊園地でもたくさん乗り物に乗れて、

ディズニーシー旅行
アトラクションに乗ったり、
ショーを見たり、
すごい楽しかった☆

いい思い出が作れました。

群養協ソフトボール大会
小学生から高校生までのチームでの参加。
猛暑の中でも練習を頑張りました。みんながチー

２学期も頑張ろう会

ムのために頑張り、結果はなんと優勝！！
大接戦の決勝でしたがリードを守りきり
ました。

流しそうめん・スイカ割り
映画鑑賞・バーべキュー・花火

【朗報】群養協サッカー大会でも中高生優勝しました！
おめでとう！！

他にもKANSAI様から食事券をいただいて
外食に行ったり、コーエイ様からふわふわフェスティバルに
招待してもらったりと、皆さまのお心遣いにより
素敵な夏休みになりました。
ありがとうございまいた！

みんなで楽しんだよ！

たくさんたのしかったよ♪

防犯出前講座

県出張出前講座を活用させて頂き、

で学びました。

中学3年生、高校3年生がこの夏で部活を引退しました。

朝早くから夜遅くまで、休日も練習頑張ったね！
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男子

部活を通して心身共にとても成長しました。

つれたよ♪
プール・温泉・花火…

お泊り保育

高校三年生

女子

私 は 、 高校 を 卒 業し た ら 、 株
式会 社 ベ イシ ア に 就職 し ま す 。
私は 人 と 話す 事 が 好き な の で 、
それ を 長 所と し て 生か せ る 販 売
業に 就 職 先を 決 め 、第 一 志 望 で
内定を頂く事ができました。
入 社 後 はす ぐ に 研修 が あ り 、
社会 人 と して の マ ナー や 接 客 の
大切 さ 等 多く の 事 を学 ぶ こ と に
なる か と 思い ま す 。現 在 も ア ル
バイ ト で 品出 し 等 をや っ て い ま
すが 、 「 お客 様 へ の言 葉 遣 い や
挨拶、相手の話をしっかり聞く、
言わ れ た 事を す る 」等 今 後 に も
生か せ る 大切 な 事 を学 ん で い ま
す。
基 本 を 身に 付 け 、誰 と で も 話
せて 明 る く元 気 な 一流 の 販 売 員
にな れ る よう に 、 頑張 っ て い き
たいです。
高校三年生

『好きな事を職にする』簡単
そうで難しい事で、多くの人が
諦めるが、私は趣味である料理
を職にしたいと考え、調理を学
べる専門学校に進学する。不安
と楽しみ、さまざまな感情が行
き来している。
進学できる事が、当たり前に
なってきている今でも、金銭面、
家庭の事情でしたくてもできな
い子も多くいて、それでも多く
の人の支えがあり、進学できる
事を忘れずに、充実した二年間
を送りたい。
そして、専門学校で学んだ事
を活かした職に就く事で、恩返
ししていきたい。

に声をかけられたときの対応を紙芝居

部活お疲れさま！

警察OBの方による不審者対応、不審者

おみこしを一生懸命

かついだよ！！

渋川教会キャンプ
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来年の3月で6人の高校生が子持山学園を卒園します。就職や進学、自分の将来に向けて
一生懸命準備をしています。（専門学校2人、就職4人）

星 座
愛宕神社祭典

を守りました。キャンプファイヤーやレクリエーショ
あずま森林公園でキャンプをし、礼拝

ン、カレー作り…みんなで楽しく過ごしました。羊

毛フェルトを使って羊作りもしました！

鯉沢地区納涼祭

ひとりでヨーヨー

平成 年 月～平成 年 月
30
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・子どもの日の集い
・渋川教会子どもの教会（教会ピクニック、
教会花の日礼拝、教会キャンプ他）
・防災合同訓練
・群馬県児童養護施設連絡協議会球技大会
（ドッジボール、ソフトボール、サッカー）
・愛・感・ジャパンチャリティーイベント
・「赤城自然園招待」（山田昇記念財団様）
・じゃがいも植え・収穫、栗拾い、さつま
いも収穫（篠原ボランティア）
・鯉沢地区愛宕神社祭、納涼祭、ファミリー
運動会、子持地区体育祭（地域行事）
・浅田神社祭典、納涼祭、ファミリーウォー
キング（地域行事）
・園内保育「お泊り保育」
・お好み焼きＫＡＮＳＡＩへ食事（食事券
ご奉仕）
・旅行「八景島シーパラダイス」「東京ディ
ズニーシー」
・創立記念日
・学園納涼祭
・幼、小、中運動会
・握り寿司ご奉仕（小政鮨様）
・児童祝福式（七五三のお祝い）
・カットボランティア（県理容生活衛生同
業組合様、髪切美匠様）
・全日本プロレス高崎支社福祉チャリティ
事業招待
・ドリームズ・カム・トゥルー・プロジェ
クト様より「東京ディズニーランド招待」
・軽井沢おもちゃ王国様より招待
・山田製作所様より「二〇一八ＹＡＭＡＤ
Ａフェスティバル招待」
・ＪＲ東労組様より「文化祭招待」
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※その他、多数の招待、寄贈、
ご奉仕などに感謝。

セカンドステップの取り組み

今年の一 月から、小学校低学年の子 ども四
名と一緒にセカンドステップを行っています。
約十ヶ月子 ども達と楽しく六〇分の時 間を過
ごしていま す。十月には新たに職員二 人が研

修に参加し 、四人でセカンドステップ を行っ
ています。
ステップ は、最初に子ども達と決め たルー
ルの確認か ら始まります。一人ひとり がきち

んと覚えて いて、今では紙を見ずに言 えるよ
うになりま した。その後は、頭を使う ゲーム
をして、写 真を見て自分の考えた事、 思った
事を話しセ ッションを進めていきます 。その
日行うセッ ションの大切な所をプリン トにま

とめノート に貼り、ホーム職員へ伝え ていま
す。真っ白だったノートも、もう少しで終わっ
てしまいます。
最初は緊 張していた四人でしたが今 では大
きな声でセ カンドステップの歌を歌っ たり、

自分なりに 写真の主人公の気持ちを考 えたり
して、意欲 的に参加してくれています 。日常
でもステッ プを使っている場面が見ら れ、定
着している のだと嬉しく思います。ま た、職
員以上に子 ども達が理解してくれて、 私達も

星野采香・丸田舞華

日々学びが あります。もうすぐ全ステ ップが
終わってし まいますが楽しみつつ学ん でいき
たいと思っています。

担当

セカンドステップとは…
目的—子 どもの衝動的・攻撃的行動 をやわ
らげ、社会への適応能力を高める

内容—学 びのスキル、共感・情動の 扱い、
問題の解決について学ぶ。人物が写っ
て いるカードを使用しながら 自分の
気 持ち・相手の気持ちを理解 し、社
会的スキルを身につける。
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ジョッキ 」
小６男児
「
」

30

平成三〇年十一月一日入所児童状況
・幼 児
九名 ・小学生一二名
・中学生 一二名 ・高校生一四名
計四七名

優秀賞

小３女児
「 キラキラちょうちょ
「 お母さんとの思い出 」
「 わたしたちの校舎 」

」
ぼく
「
」

作文
小５女児
小６男児

」
「動物たちのバーベキュー大会 」

小３女児
「 はにわ
小５女児
年長男児

小５女児
「 庭のお友達
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についての講話を していた
だき知識を深めた り、委員

健師さんを招いて 食品衛生

員も調理を行う機 会がある
ため、職員に向け に市の保

ています。また、 子持山学
園ではホームに勤 務する職

づくり」を目的とし、月ご

ます。その中の一つとして、
「日常生活に合わせた食事

よう、様々な活動をしてい

給食委員会では、日々の
食事がより良いものになる

給食委員会

出来立ての温かいご飯を食
べ、笑顔になる子どもたち

ケチャップで絵を描いたり
工夫しながら作 ってい ます。

を型抜きしたり、ソースや

子どもたちが喜ぶように盛
り付けを星やハートに野菜

も達と一緒に献立を考えスー
パーへ買い物に行ったり、

面・衛生面それぞれの 活動

していましたが、委員 で担
う内容が幅広く、より 安全

て二年目の委員会です 。三
年前は安全委員として 活動

保険衛生委員会は発 足し

ども達がより安全 に健康で
過ごせるようにす るにはど

いのかと頭を悩ま せる事も
多々ありますが、 今後も子

うな活動を行って いけば良

保健衛生という 内容が難
しく、委員として もどのよ

意見を出し合い対 策や活動
を行っています。

催している委員会 時に、今
必要だと思う活動 について

きたいと思います。

もたちが美味しく楽しく食
事が出来るように努めてい

い部分もありますが、子ど

めています。それぞれのホー
ムで好みに差があり、難し

うことで、日々の食事がよ
り良いものになるように努

でピックアップして話し合

を返しています。意見ノー
トに書かれた内容を委員会

入する『意見ノート』を導
入し、給食職員がコメント

での子どもたちの食事の様
子や食事に関する意見を記

また、それぞれのホーム

を見ると職員もとても嬉し
く思っています。

のメンバーで外部 で開かれ
ている保健や衛生 に関する
内容の研修に参加 をするな
どもしています。

内容を充実させる事を 理由
に、安全委員とは別に 保健

うしたら良いかを 考え、活

その他にも、毎 月一回開

衛生委員会が誕生しま した。
保健衛生委員会では 、子

とのテーマを基にホームで
調理をする企画を実施して

ども達の健康に関する こと

子どもが嘔吐した時に 使用
する衛生セットの中身 がき

います。配られた食材を使っ
て同じメニューを作る「統

の取組みを紹介します。

一献立」と、メニューや買

かれて所属しています。

ちんと整っているかの 確認
を二か月に一度行った り、

今回は、「保健衛生委員会」「給食委員会」

インフルエンザやノロ ウイ

学園内に9つの委員会を組織し、各職員が分

い出しを各ホームで行う
「自由献立」の２種類があ

子どもたちの生活の質を高めていくために、

ルスなどの感染症が流 行す
る時期には現場職員に 注意

委員会の活動紹介

ります。自由献立では、調
理を担当する職員が、子ど

動できたらと思います。

視 点

を観点として活動して いま
す。主な活動内容です が、

保健衛生委員会

ての
育
子
喚起を行い、子ども達 に手
洗い・うがいを促した りし

学園を支えてくれる『ひと』

理容組合では、平成十八年頃
から、九月第二月曜日を理容ボ
ランティアの日と決め、組合の
みなさんに協力してもらい、初
めは渋川駅前から市役所までの
歩道の草むしりをしていました。
組合員から、床屋ができるボ
ランティアは、やっぱりカット
だよねと話になり、子持山学園
があると聞き、十年前からそれ
が始まりです。
かわいい子どもたちがいっぱ
いいて、次々カットが始まると、
きれいになったと嬉しそうな顔
がたまらないです。
子どもたちからは、毎年お手
紙をもらいます。
「カットしてくれてありがと
うございます、かっこよくなっ
てうれしかったです」
手紙ありがとうございます。
また、みんなでカットに行き
ます。

理事

茂木正行

カットボランティア
群馬県理容生活衛生同業組合
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お心遣いに感謝致します
50

（ ・ ～ ・ ） 敬称略・ 音順
☆寄付金
5

18

11

☆ボランティア

中村光孝、浜大商事㈱、須藤いづみ、 GAJET
（ ALT
団体）、赤城地区更生保護女性会、森英
明、狩野俊一・美代子、狩野芳美・千代、㈱
金沢臨海サービス、更生保護女性会小野上支
部、関口美装、関口伸一、下仁田町更生保護
女性会下仁田支部、蒲田東地区民生児童委員
協議会、渋川北群馬地区更生保護女性会子持
支部、秋山賢治、布施英俊、松尾新次、原澤
重子、飯島克二、長島寛、栁井元子、中澤文
子、島田高子、大場壮次、望月敦子、望月栄
一、豊田誠、日本キリスト教団渋川教会・子
どもの教会、㈱島田製作所、おざわ精肉店、
㈲孔文社印刷、渋川中央ライオンズクラブ、
日本善行会群馬県北毛支部、渋川市子持地区
社会福祉協議会、社会福祉法人三愛荘、子持
郵便局長 高山均、鯉沢郵便局長 樺沢均、
社会福祉法人春日園、社会福祉法人フランシ
スコの町、須田勝、中野順夫、藤井孝子、齋
藤實、小澤勝治、群馬県社会福祉協議会会長
片野清明、横手商店、㈲春山商店、㈲ MEAT
星野、周藤辰雄、小山一成、高橋登美子、佐
藤勇、小野宇三郎、埴田昭三、竹之内久子、
後藤弘一、狩野恵理、石田和男、田代鮎子、
廣瀬猛、若山久子、堀田朋子、石原正巳、鯉
沢自治会 藤井エイ、荒木美幸、荒木彩乃、
宮下智滿、渋川ロータリークラブ、後藤和雄
匿名の方、他各位
☆寄贈物品
㈲岩田養鶏場、ムーンバット㈱、佐俣しま子、
㈱、㈱堺商店、高橋春美、㈱原田ガトー
Calbee
フェスタハラダ、今井啓子、今井絢香、村上
みね、富澤京子、オブヘアー、番場努、中澤
達雄、松村良夫、㈱アペックス、吉水晃三、
佐藤守、唐澤徹、ＫＡＮＳＡＩ㈱コラボレー
ション、横山悟、鎌田陽子、小野哲子、梅澤
真紀、髙橋春美、戸澤辰也、飯塚義男、関妙
子、押江由紀子、コストコホールセール前橋
倉庫店、松村一輝、群馬県医薬品卸協同組合、
武藤榮一、嬬恋村の佐藤、㈲七国架興、小澤
一二、小松幸恵、千明仁泉亭、伊藤悦子、林
文江、儘田貴子、狩野哲矢、並木なつ江、㈱
モギカバン
匿名の方、他各位
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〈児童交流〉須藤いづみ、宮崎満
〈ベビーマッサージ〉林 弘子
〈書道〉山口道子、大塚廣末
〈絵画教室〉ピノキオ絵画教室
〈学習〉県青年赤十字奉仕団、新井佳奈絵
〈畑作業〉篠原徹
〈ピアノ〉鈴木音楽教室（渋川市）
〈カットボラ〉髪切美匠飯塚勇介、オブヘアー
群馬県理容生活衛生同業組合渋川支部

・苦情解決報告 計０件
☆県共同募金会様「ＮＨＫ歳末たすけあい」
普通自動車免許取得のため六名の高校生が
一人十五万円の支援（配分）を受けました。
県民の皆様の善意に感謝します。

ご支援・ご招待等々
ありがとうございます。
心から感謝しております。

☆伊勢崎ロータリークラブ様
卒園生へのプレゼント（スーツ、靴、食事）
☆㈱ニラク様（渋川有馬店、渋川白井店）
毎月２・９の日に沢山のお菓子プレゼント。
☆㈱チュチュアンナ様
子ども用の靴下を沢山頂いています。
☆公益財団法人あいである様
卒園した子どもに「実家便」配布。
☆㈱コラボレーション様
お好み焼き KANSAI
の食事券を沢山。
店内に募金箱の設置。
☆岩田養鶏場様
二週に一度、生卵の寄贈。
☆高崎和田ライオンズクラブ様
七五三写真撮影のご奉仕。
☆㈱アペックス様
まくら、シーツ沢山の寄贈。
☆ひまわり園の保護者様
かわいいドレスの寄贈。
☆原澤やよい様（美容室シュトーレ）
児童祝福式（七五三）の着付け奉仕。
☆千明仁泉亭様
敷布団沢山の寄贈。
☆児童養護施設支援の会様

児童養護施設支援の会様

小政鮨様
・国際ソロプチミスト前橋様
・群馬県遊技業協同組合様
・島村二三男様
・星野総合商事（㈱）星野義夫様
・全国共済農業協同組合連合会群馬県本部様
・匿名希望者様

☆群馬県児童養護施設連絡協議会や群馬県等
に寄付・寄贈を頂き、県内の各施設に配分
されております。皆さまの温かなお心遣い
が届いております。

☆ DREAMS COME TRUE PROJECT
様
東京ディズニーランドへの招待。

☆山田製作所（㈱）様
ＹＡＭＡＤＡフェスティバルへの招待。
山田サンタさんが来てくれる予定です。

（神吉雄吾・恵子様、宮崎満様、末永様）
浅田ホームの敷地内の整備。宮城県から
重機を持ってのご奉仕。

浅田ホーム整地作業の様子
☆お米、洋服、野菜、果物、子どもとの触れ
合い、励まし、寄付等々、大勢の皆さまの温
かな善意の上に私たちの生活が成り立ってお
ります。今後とも宜しくお願い申し上げます。

☆北極星

日毎に秋が深まり、寒さが身
に染みる季節になってきまし
た。ある夜のこと、小学生の
男の子に「ねぇ見て、今日、
月がすごくきれいだよ！」と
声をかけられました。十月の
澄んだ空に浮かぶ満月は確か
にとても輝いていました。窓
も網戸も開けて、冷たくなっ
た風を感じながら少しの間、
一緒に月を見たのです。ただ
それだけのことですが、日常
の中の「小さな感動」を見つ
けて、私と共有したいと思っ
てくれたことを、嬉しく感じ
ました。日々の生活に追われ
て、見逃してしまうことの多
い「小さな感動」ですが、少
し余裕を持って、空を見上げ
たり、移ろう季節を感じたり
して、子どもたちと共感でき
たらと思っています。
森 望美

8

2018.12.3

子持山学園「シオンの子」
第41号

握り寿司ご奉仕の様子

