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着任あいさつ

きるか。』常に、そのことを考え行動を起こしてい

くことが私たちに課せられた社会的使命であると

思う。」といったような話をしました。

そのためには、児童相談所をはじめ地域のあり

毅

今年の春は、いつになく異常なほどの寒さと悪

とあらゆる関係 機関の方 々や行政機 関・教育機

佐野

天候に見舞われてしまいました。天候不順の影響

関・福祉関係機関の方々と強固に連携を図ってい

園長

で野菜類の価格が高騰し、私たちの食卓も脅かさ

く必要があります。今、千葉県内には県立乳児院

とも伺っております。しかし、いくら乳児園を増

れました。かつて、ある高名の御方が「泣く子と

私こと、この たび命を 受けまして 前任の田尻

やしたとしても、実際には、この何倍も何十倍も、

を含めて５か所の乳児園があります。受け入れ可

隆園長から、この望みの門方舟乳児園園長の職を

辛く寂しい思いを余儀なくされている子どもたち

自然災害には逆らえない。
」とおっしゃったことが

引き継ぐこととなりました。学生時代は教員を夢

が県内には多数いるのではないでしょうか。その

能な定員総数は約９０名余です。来年度には、県

見て大学に進学しましたが、乳児園の子どもたち

子たちは、ちゃんと食事を与えられているのか。

ありますが、まさに今私たちはこのことを痛切に

のような小さくて可愛らしい乳幼児の施設に勤務

部屋の片隅で寒さに凍えているのではないか。毎

内に更にもう一カ所乳児園が新しくオープンする

させていただくのは初めてのことですので、異動

日、不安な夜を迎えているのではないか。とても

実感しています。

当初はいささかの戸惑いもありました。しかし、

心配しています。

私たち職員は、児童憲章「児童は人として尊ば

着任早々、子どもたちの愛おしい眼差しと、この
世界に情熱を持って飛び込んできてくれた１０名

れる。児童は社会の一員として重んぜられる。児

ち合せで唱和しています。これは、ただ単に唱和

のスタッフの皆さんに囲まれて、今は何の戸惑い
私が着任して最初の職員会議で、スタッフの皆

をするのではなく、その言葉の持つ意義を一言一

童は良い環境の中で育てられる。」を毎朝の職員打
さんには、次のことを話しました。
「乳児園は必要

言噛み締め確かめ合いながら、次代を担うこの子

もなく職務に専念しております。

な施設である。しかし、乳児園を必要としない社

らがこの地域社会の中で健やかに育まれ養われて

結びに、昨年の開設以来、地域の皆様方から「子

会こそ健全な社会と言える。私たち児童養護の世
らの保護・育成ということに全力を投じなければ

どもたちの為に」と、実に沢山のご芳志を賜りま

いくことを願いながら唱和をしています。
ならないが、私たちの究極の目的は、
『どのように

した。この場をお借りして厚く御礼申し上げます。

界に身を置く者としては、まずは目の前のこの子

したら、乳児園を必要としない地域社会が形成で

１２月１９日
法人クリスマス会
法人行事として一大イベントである法人合
同クリスマス会。
かずさの里の幼児さん達と一緒に、方舟乳
児園のこどもたちも鈴を鳴らしたり歌を歌っ
たりしました。
舞台に立った、だーくん・ゆーくん・なー
くん・まーちゃんは、大勢の観客の前でとて
も緊張していました。
降誕劇に出演したまーちゃんは大泣きでし
たが、周りからは「かわいい」と大絶賛でし
たね。
法人内の各施設からたくさんの出し物があ
り、また他施設の方々と交流でき、楽しい時
間を過ごすことができ
ました。

１２月２４日クリスマス
方舟乳児園での初めてのクリスマス。
職員の掛け声でサンタさんが登場したのです
が ･･･
こどもたちは園長だとお見通しでした。

だーくんは園長サンタから大きなおままご
とセットを代表して貰い、その後ひとりひと
りプレゼントを受け取りました。
クリスマスケーキとプレゼントのお菓子も
食べ、みんな心もお腹も満腹でとても良い笑
顔でした。
園長サンタと一人ずつサンタクロースの衣
装を着て記念撮影。園長となーくん、おそろ
いのサンタクロースの衣装できまってるね。
楽しい楽しいクリスマスを過ごせました。

１月１日 お正月

鏡開き

２０１０年の新しい年を９名の子どもたち
は全員元気に迎えることができました。
元旦の朝は、お重箱からおせ
ち料理を取り分け、みんなで
今年一年間の無病息災をお祈り
しながら大変美味しくいただき
ました。

１月１１日

１月１１日は一人ずつペットボトルで作っ

たトンカチで鏡もちを叩き、鏡開きをしまし
た。みんな初めて体験したのですが、嫌がる
ことなく上手に叩くことができていました。
順番に座って叩く姿はとても可愛かったです。
今日のおやつはお汁粉
と揚げせんべいでした。、
まだ歯が生えそろって
いないなーくんにとっ
て揚げせんべいは固く
中々噛み砕くことができずにいました。食べ
たい一心で真剣に揚げせんべいと格闘してい
る姿が、とてももどかしかったですね。
方舟乳児園での初めてのお正月を、子ども
たちと一緒に職員も楽しく味わうことができ
ました。

２月３日 節分

豆まきをする予定でしたが、胃腸炎が流行
ってしまった為残念ながら中止になりました。
早くからガラスのドアに鬼のお面を飾って
いると、子どもたちはそれを見るたびに指差
して「鬼ー」ととても面白い反応でした。
一人ずつ鬼の絵を色塗りし、お面を作って
遊びました。個性溢れる鬼がたくさん出来、
みんな得意気にお面を被ってとても楽しそう
でした。

２月１７日 防災訓練
富津市消防署の方にご協力いただき、実際
の火災を想定して防災訓練を行いました。
サイレンが鳴っても泣くことはなく、子ど
もたちは口々に「ウー」と言いサイレンの音
を真似して職員に知らせてきました。外に避
難して訓練を終えると、子どもたちは一端室
内に戻り、園庭で職員が消火器の訓練をして
いる姿をジーっと見ていました。だーくんと
ゆーくんは「シュー」と言いながら消火訓練
の真似をしていました。
消防車と一緒にハイポーズ。子どもたちの
目線はカメラよりも消防車に釘付けでした。
みんな絵本でしか見
た事がなかったので、
本物の消防車を目の前
で見ることができ大興
奮でした。

３月３日 ひなまつり

当日はまーちゃんとすーちゃんの初節句だ
ったので、女の子は全員晴れ着と手造り髪飾
りを付けて写真を撮りました。男の子から「き
れいー」
「かわいー」と言われ、とても照れて
いました。男の子たちも興味があるようで、
代わる代わる着物を触ったりしていました。
おやつには、ひなあられを一粒ずつ指で摘
まんで美味しそうに食べていました。とても
楽しいひな祭りを過ごす事ができました。

寄贈品・ボランティア
ありがとうございました

子どもたちのために温かいご芳志を賜り、
職員一同大変感謝しております。ここに御礼
を申し上げますと共にご報告させていただき
２月下旬からひな人形を飾ってあったので、 ます。
みんな興味津々でした。折り紙で折ったおひ
ウエルシア君津店 店長三枝さま
な様の顔にそれぞれ子ども達の写真を貼った
株式会社コンビさま
ので、指をさしては「○○ちゃん、○○くん」
ファミリーマートさま・富津市三神さま
と喜んでいました。
京葉後援会の皆さま

編集後記

子どもたちも園の生活に慣れ、一回りも二
回りも心身ともに大きく成長して新しい年を
迎える事ができたことに、とても嬉しく感じ
ております。
園長をはじめ職員全員が手探りの状態で過
ごした最初の１年はあっという間でしたが、
おかげさまでたくさんの笑顔に出会うことが
できました。しかし一方では反省や課題も沢
山ありました。
ここに至るまでには、地域の方々や関係機
関の皆様方のお力添えがあったからこそ何と
か無事に一年間を過ごすことが出来たのだと、
深く感謝しております。
いつまでも初心を忘れずに子どもたちと向
き合い、共に生活していきたいと思います。
この１年間の経験と反省を活かし、望みの
門方舟乳児園が更に温かな家庭に近づけるよ
う努めていきたいと思います。今後ともご指
導・ご支援のほどよろしくお願いいたします。
（Ｋ・Ｓ）
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【転任職員】(H22.4.1 付)

【転任職員】(H22.4.1 付)
園

長

佐野 毅

出身地：東京都中野区
血液型：A 型
今はまっているコト：メタボ解消(…が理想!?)
休日の過ごし方： 何も考えずにボーッとすること。
副主任児童指導員
井本 千鶴
（家庭支援専門員）
出身地：千葉県千葉市

主

任

井本 義樹

出身地：千葉県市原市
血液型：Ｂ型
今はまっているコト：衝動買い
休日の過ごし方： 釣りと小博打。当たりが出るまで
待ちぼうけ。
副主任看護師

足立 利江

出身地：千葉県旭市
血液型：Ｏ型

血液型：A 型

今はまっているコト：ドラマを見ること

今はまっているコト：室内で育つ野菜にはまってい

休日の過ごし方：買い物・たまっている DVD を見る

て、今はレタスとラディッシュを育てています。

こと。

休日の過ごし方：映画を観て、美味しいものを食べる
保育士

のが理想。

佐藤 節子

出身地：千葉県富津市
【転任職員】(H22.1.1 付)

血液型：A 型

保育士

今はまっているコト：特にありません

牧園 美智子

出身地：千葉県富津市

休日の過ごし方：家でゴロゴロとテレビを見ている。

血液型：Ｂ型
今はまっているコト：ソリティア
休日の過ごし方： 仕事に慣れるまで家でゆっくりし

保育士

ていたが、最近はショッピングに出掛けている。

出身地：千葉県君津市

岩田 唯

血液型：A 型
今はまっているコト：遊ぶ・寝る
保育士

島野 佳央里

休日の過ごし方： 岩盤浴

出身地：千葉県木更津市
血液型：O 型
今はまっているコト：岩盤浴
休日の過ごし方：買い物 ・映画鑑賞

副主任調理員

高嶋 則子

出身地：遠野市
血液型：O 型
今はまっているコト：フラダンス・家庭菜園

【新入職員】(H22.4.1 付)
保育士

休日の過ごし方： 庭の手入れ

海野 雅代

出身地：千葉県千葉市

【新入職員】(H22.4.1 付)

血液型：Ｂ型

介助員

今はまっているコト：テレビやサイトで見た料理を作

出身地：神奈川県逗子市

ること。

血液型：AＢ型

休日の過ごし方： 友達と遊ぶこと。母と買い物。

今はまっているコト：片付け

青木 芳枝

休日の過ごし方：使わない物の整理や片付け

