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  ３月から４月、今年は、ゆったりと静かに越えてきたように思います。寒さを残しつつ、春が 

少しずつやってきて、菜の花も桜も、急がずゆっくりと花を広げていたように感じます。私たち 

も、いつもの忙しさは変わりませんが、一日一日に、しっかり向き合えているなと思います。 

2019 年度もよろしくお願いします。新年度、就学前の児童は 8 名の新入児を迎え 31 名で、 

放デイは、新たに 8 名を迎え 50 名でスタートします。保育所等訪問支援の 9 名を加え、総勢

90 名の子ども達と、ご家族と一緒に春夏秋冬を過ごしていきたいと思います。 

些細なことから大きなテーマまで、子どもの困り感への手立てを考え、楽しく形にしていきま

しょう。そして、たくさんのつながりを作り、生活を広げていきましょう。 

すぐに“あつく”なってきますよ。 

 

           —4 月・5 月の予定— 

4 月 1 日（月）31 年度支援開始 
                              4 月 23 日（火）地域連携日（児童・放デイ共にお休みです） 

4 月 30 日（火）～5 月 2 日（木）放デイ開所（児童は休園） 

5 月 22 日（水）地域連携日（児童・放デイ共にお休みです） 

5 月 23 日（木）ＳＴ（児童） 

 

31 年度あんずのスタッフ 20 名を紹介します。よろしくお願いします！ 

 ◎センター長（支援総括）： 柳澤 健一                   

 ◎児童発達支援管理責任者： 池田 勝美  武田 桃子 

   

《児童発達支援》  

   ◎とけいクラス：  小林 奈津代   雨宮 陽子  高花 かおり  

             恵比須 奈那  奥富 智美 

            

◎めがねクラス：   武田 桃子   山田 千鶴   脇 多恵子   

            石垣 里美   松浦 典子 

 

《放課後等デイサービス》   

池田 勝美  髙野 亮   佐々木たか子  辻 明美 

柿村 恵   田辺 珠美    谷水 めぐみ 

           

《運転手》       髙野 亮   石井ひとみ  牛窪 一男(5 月より) 柳澤 健一 

 

《保育所等訪問支援》  柳澤 健一  武田 桃子  小林 奈津代  雨宮 陽子 

  奥富 智美 

 

 《外来相談(基本相談)》 柳澤 健一  池田 勝美    

 

       
 
 
      

  

 

 



＝お知らせ＝ 

≪ゴールデンウィーク中の支援について≫（児童・放デイ共通） 

  4/30（火）・5/1（水）・5/2（木）の支援は、以下の取り扱いになります。よろしくお願い 

します。 

○児童発達支援（就学前の子どもの支援）は、お休みになります。 

 

  ○放課後等デイサービスは、通常通り開所します。つきましては、利用希望をとらせていた 

だきます。（別配布）予定人数が少ない場合は、お休みにすることもあります。 

 

 

≪地域連携日について≫（児童・放デイ共通） 

今年度も地域連携日を設けます。この日は、幼稚園保育所や学校、他の事業所等への見学や 

話し合い、研修等を行います。児童発達支援と放課後等デイサービスはお休みになります。 

尚、曜日の設定は、年間の開所日数を考慮して決めていますので、よろしくお願いします。 

【地域連携日】 ４月 23 日（火） ５月 22 日（水） ６月 11 日（火） ７月 ４日（木） 

         ９月 12 日（木） 10 月８日（火）  11 月 21 日（木） 12 月 6 日（金）   

1 月 21 日（火）  2 月 ６日（木） 

 

≪就学及び卒園後の生活についての学習会≫（児童） 

  4 月下旬に、児童の保護者の皆さん(特に年長さん)を対象に、『学校の仕組みと就学』という 

テーマで学習会を行います。利用日ごとに支援時間内で行います。日程は後日お知らせします。 

 

≪ドクターＮの医療相談≫（児童・放デイ共通） 

 埼玉医大総合医療センター小児科の奈倉道明先生による個別医療相談を、年間４回実施します。 

第１回は、６月６日（木）14:00～16:00 です。（一人 30 分枠 ４枠）【年間予定は別紙参照】 

 

≪事業所評価アンケートの結果について≫（児童・放デイ共通） 

  ２月に保護者の皆さんにご協力いただきました、あんずの事業所評価アンケートの集計結果及

び検討内容について、あんずのホームページに掲載しましたので、ご確認ください。あんずの受

付カウンターファイルにも置きました。皆さんからいただきましたご意見を今後の支援や運営に

活かしていきたいと思います。よろしくお願いします。がんばります！ 

 

               ☆お 礼☆               

オモチャ、BOX ティッシュをたくさんいただきました。また、3 月卒園した児童の 

みなさんより、絵本をたくさんいただきました。大切に使わせていただきます。 

本当にありがとうございました。新年度の支援に弾みをつけたいと思います。 
 

    

 



とけいクラスです‼ 

時計クラスのスタートをお知らせします！ チクタクチクタクと、この日が来るのを 

待っていました。今までコツコツと積み上げてきた力を、どこでも誰とでも発揮できるように…、 

「楽しい」の中で、たくさんのできた！やった！を重ね、できる自分をいっぱい感じていって 

欲しいなと思います！ クラスみんなで素敵な時を刻んでいきましょう！ 

 

 再び狭山に越してきて 3 年が経ちました。     今年のとしおんな♡あめみやです。 

 先日、「翔んで埼玉」を観て、埼玉愛、狭山愛が  ちょとつもうしん‼‼ 

さらに深まりました。こっそり、“埼玉ポーズ”を  わらいながら、走りましょう‼ 

練習しています。  小林 

                         ♪コチコチカッチンおとけいさん♪ 

その子その子にしかないステキなところを探しな   とけいクラスの恵比須です。 

がら、子ども達と家族の方と、一歩一歩、一緒に   みんなと仲良く楽しい時間を作って 

歩いていけたらと思います。            いきたいです♡ 

よろしくお願いします。 高花      よろしくお願いします。 

 

また、あんずでみんなと過ごせるのを楽しみにしています！ 

初めましての方、お久しぶりの方も、皆さんよろしくお願いします。おくとみ 

 

めがねクラスです！ 

「お家の人以外の人も悪くないな！」一緒にいると楽しい♡と思ってもらえるよう 

たくさん遊び、「知ってる！」「できた！」「たのしい」「うれしい」「やったー！」 

「スキ！」をたくさん経験できる 1 年にしていきたいと思います。 

よろしくお願いします。   

むかし流行した｢脳内メーカー2019｣  

（知っていますか？覚えていますか？）     ○や わらか・○ま ったり・○だ いすき、 

久々にやってみると「楽」の周りに「働」    そんな居心地の良い存在になれたら 

でした。楽しく働きます‼でも、仕事だけで   いいなと思っています。 

なく、なんでも楽しく！が今年のテーマです。  一年間、よろしくお願いします。山田 

よろしくお願いします。  武田     

                       トマト・テレビ・犬が大好きな脇です。 

 歌をうたうことが大好きです。        みんなの大好きは何ですか？ 

 一緒に笑顔で楽しく過ごしたいと思って    教えていただいたり、見つけたりして 

います。宜しくお願いします。 石垣     「楽しい♡」を分けっこしたいです。 

 

4 月からあんずでお世話になります、松浦です。早く子ども達と仲良くなって、 

楽しいことをたくさん見つけたいと思います。どうぞ、よろしくお願いします。 

 

               安心、安全運転を心がけ、少しでも多く、みんなと一緒に 

              電車を観られるよう、調整して運転したいと思います。   

               今年度もよろしくお願いします。 石井 

 



あんず放デイです！ 

  中 3 の子達が卒業し、さみしいと思う間もなく、新しい学年になった子ども達。 

憧れのお兄さんたちみたいになれるように頑張る！と、各曜日の最上級生が、とても張り切って 

いるスタートです。新しく入った一年生も、緊張しつつも「なんだか楽しそうだな」とワクワク 

している感じが見られ、安心しています。 

 今年度も、ドーンと安心感、安定感のある放デイでありたいです。よろしくお願いします。 

   

  新しいスタート。子ども達は、ドキドキして、     

 緊張して、ちょっと疲れて放デイに帰ってきます。   

 ゆったりと安心できる空気をつくっていけるよう、   

 今年度もがんばります。 池田            安全運転第一の送迎を心がけます。 

                          そして、子どもたちの元気の気をもらい 

  小さな嬉しい発見と感動を積み上げて、      ながら、共に笑顔で過ごせる放課後に 

大きな 喜びを感じられるよう“今”を大切に    していきたいと思います。  髙野 

がんばります。 今年度も、よろしくお願いします。   

 佐々木   君の隣に、あんず放デイ！ 

                          笑いと汗と、ちょっぴり涙、 

  “おかえり”と、笑顔で迎え、楽しい時間を    どこまでもお付き合いします 

  一緒に過ごしましょうね。 田辺          よろしくお願いします。 辻 

                          

2 月から放デイに移りましたが、小中学校とは   なぁんかいつもとおなじ。 

 また違う放デイの時間に、新たな発見の日々です。 でも、それってホッとするなぁ…な場所に 

 家では 3 人の子ども（もう大人ですが）の母です。 あんずがなれるといいなと思います。 

 今年度も頑張ります。よろしくお願いします。谷水  よろしくお願いします。 柿村 

 

                

≪退職のお知らせ≫       皆様には大変お世話になりました。お子様たちみんな 

 清田 恵子(3 月 31 日付)   それぞれ可愛い瞳のなかに、優しさと成長していく姿 

                を感じ、感動する日々でした。心より感謝いたします。 

                ありがとうございました。 

保育所等訪問支援です‼ 

保育所等訪問支援とは、子ども達が利用している幼稚園や保育所の先生方のご理解 

ご協力をいただいた上で、あんずの訪問支援担当職員が定期的(月１回程度)に幼稚園 

保育所等に出向き、お子さんの様子を見学したり、一緒に活動していくことで、集団 

生活に個別的支援の視点を、程よく加味させていくものです。園の先生方と話し合う時間も設け、 

お子さんの姿の理解や働きかけ方について整理していきます。 

子どもにとっての“社会”である幼稚園、保育所、学童保育室等で楽しく過ごせるように、 

実りある訪問にしていきたいと思います。よろしくお願いします。 

   

 

あそこに行けば何かが見える。何だかつながってる。そんな場所でありたい。昨日も今日も明日も。柳澤 

 


