
あんずの木                 令和２年４月号  NO.47 

 

 ３月末の思いがけない雪が、少しだけ心を落ち着かせてくれたように感じました。そしてまた 

新しい春がスタートしました。なにかと落ち着かない日々が続きますが、“はじまり”をしっかり 

と迎え、充実した今日を明日につなげていきたいと思います。 

2020 年度もよろしくお願いします。新年度のあんずは、就学前の児童は 8 名の新入児を迎え

30 名、放デイは新たに７名を迎え 51 名、保育所等訪問支援は 15 名、総勢 96 名の子ども達と

ご家族と一緒に歩いていきます。“やっぱりここは楽しいな！”“僕を私を受け止めてくれるんだ”

“新しい発見が！”“いろんなことがあるけれど、あそこに行けば…”そんなあんずでありたいと、 

 毎日 100％でお待ちしています。一緒に歩んでいきましょう！ 

          

  —4 月・5 月の予定— 

4 月 1 日（水）２年度支援開始 
                               4 月 ８日（水）地域連携日（児童・放デイ共にお休みです） 

4 月 27 日（月）ＳＴ（児童） 

5 月 14 日（木）ドクターＮの医療相談（児童・放デイ共） 

5 月 19 日（火）ＳＴ（児童） 

5 月 22 日（金）地域連携日（児童・放デイ共にお休みです） 

 

令和２年度あんずのスタッフ 24 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 

 ◎事 務：         加藤 瞳 

《児童発達支援》  

  ◎どらやきクラス：  ○武田 桃子    雨宮 陽子   奥富 智美 

              長谷 里美   恵比須 奈那 

◎カステラクラス：   ○小林 奈津代  山田 千鶴    松浦 典子   

             石垣 里美   近藤恵美子  

      ＊療育フリー：脇 多恵子 

      ＊言語聴覚士：平野 千枝  ＊作業療法士：岩田 考史 

 

《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 

    谷水 めぐみ  柿村 恵    田辺 珠美 

           

《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   山田 千鶴 

 

《運転手》        髙野 亮    石井ひとみ   牛窪 一男   柳澤 健一 

 《外来療育相談》     柳澤 健一   池田 勝美    

      
    

  



＝お知らせ＝ 

≪コロナウイルス感染症に関する対応について≫（児童・放デイ・保訪共通） 

4 月より、児童発達支援、放課後等デイサービス共に通常通りの開所としますが、以下の 

ことを遵守していきます。よろしくお願いします。 

  ①利用前の体温測定をします 

（発熱及び体調不良が見られる場合の利用は控えていただきます） 

  ②無理のない範囲でマスクの着用をお願いします。（大人は着用してください） 

③室内の定期的な換気をします。 

   ④体調不良が見うけられる場合は、こちらの判断で、利用を控えていただいたり、早退を 

お願いする場合がありますので、ご協力ください。 

 

   ※利用についてのご心配がある場合には、一緒に考えていきますのでご相談ください。 

    ご心配があり、お休みされる場合は、ご家庭の判断は尊重させていただきます。 

※保育所等訪問支援は、訪問を再開します。よろしくお願いします。 

  ※今後の国や県、市町村の判断により、対応が変更される場合があります。 

その都度お知らせしますので、よろしくお願いします。 

    

 

≪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 8 日（水） ５月 22 日（金） ６月 11 日（木） ７月 ８日（水） 

         ９月 10 日（木） 10 月 13 日（火） 11 月 13 日（金）  

12 月２日（水）   1 月 21 日（木）    2 月５日（金） 

        ※祝日の変更、休園等の事情で変更になる場合があります。 

 

≪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、５月 14 日（木）14:00～16:00 です。（一人 30 分・４枠） 

 

 

≪就学及び卒園後の生活についての学習会≫（児童） 

  4 月後半より、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。 

 

 

 



≪定期健康診断について≫ 

  児童の子ども達を対象に年 2 回の健康診断を行います。受診は必須ですが、幼稚園保育所で

健診を受けている場合は受けないでいただいても構いません。1 回目は 5 月を予定しています。 

 

≪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。今後ともよろしくお願いします。がんばります！ 

 

 

どらやきクラスです‼ 

 どらやきクラスのスタートです！ 

泣いたり、笑ったり、怒ったり！お友だちとケンカしたり、助け合ったり、 

新しいクラス、新しいお友だちと、どんな姿が見られるのか、職員もワクワクしています。 

 お母さん、お父さんも一緒に、楽しい一年にしましょう‼ 

 

 昨年に続き、ちょっと懐かしいシリーズ、     前髪短め、あめみやです。 

「動物占い」をやってみました。さみしがり屋の   楽しいこと大好き！ほっぺたが痛くなる 

ナチュラリストの「こじか」でした。自分では    ほど、一緒に大笑いしましょう‼ 

当たっている気もしますが、どうでしょう？ 

皆さんもぜひ！今年はチャレンジの年になりそう！   おしゃべりすること、歌うこと、 

 よろしくお願いします。 武田            食べること、運動すること、 

                         音楽を聴くこと、ガーデニングすること 

 我が子にスプラトゥーンのやり方を教わる日々    ゴロゴロすることが大好きです。 

画面に酔ってしまい、なかなか覚えられません。   みんなの大好きなこと、 

今年もパワフルに、身体をたくさん動かして       たくさん知りたいです。恵比須 

遊んでいきたいと思います。             

よろしくお願いします。奥富        

 

4 月から、あんずのお友だちと一緒に、泣いたり、笑ったり、怒ったり、思いを出しながら 

  たくさん遊びたいと思います。よろしくお願いします。 長谷 

 

 

児童のフリーです！              ☆お 礼☆ 

  いくつになっても興味津々☆        3 月も、オモチャをたくさんいただきました。 

今年もたくさんチャレンジしたいです。    大切に楽しく使わせていただきます！ 

          脇 多恵子         トイレットペーパーもいただきました。 

                 本当にありがとうございます！ 
 



カステラクラスです！ 

～カステラ一番、でんわは 2 番、3 時のおやつはフンフンフ～ン♪～ 

「カステラ」と聞くと思わず口ずさんでしまいます。小さな頃に慣れ親しんだものは 

“一生もの”ですね。そんな“一生もの”を作る大切な時期に出会い、一緒に過ごせることが 

 嬉しくてワクワクします♡ 

  大好きな場所、人、本、遊び…みんなの“大好き”をたくさん見つけたいです。いっぱい 

遊んで、みんなで大笑いしましょう！よろしくお願いします。 

 

 カステラ大好きです！底の紙をきれいに    ○や っぱり、○ま だまだ、○だ いすき♡あんず♡ 

剥がせたときがたまりません。         ふんわり、やわらかく、あまいカステラの 

せっかく、カステラクラスになったので、    ように、みんなで歩いていきたいですね。 

今年はいろんなお店のカステラを食べ比べ     

したいと思います！オススメがあったら       カステラクラスの松浦です。 

教えてください。  小林奈津代         子どもたちやおうちのかたと、『楽しいね』 

                         をたくさん見つけたいと思います。 

カステラクラスで、一緒に遊んだり、       一年間、よろしくお願いします。 

歌ったり、たくさんの笑顔とともに、 

楽しく過ごしていきたいと思います。     子ども達のパワーをエネルギーに変えて、 

 よろしくお願いします。 石垣      今年度も、笑ったり…泣いたり…おこったり… 

                     の色々な気持ちといっぱい接していきたいです。 

                      よろしくお願いします。 近藤 

 

 

保育所等訪問支援です‼ 

年度の始めですので、ちょっと固めに。 

「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、より楽しく過ごせる 

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！ 

 

                

≪退職のお知らせ≫ 高花 ゆかり(3 月 31 日付) 

 

朝の絵本の時間、瞳をキラキラ輝かせる子ども達とスタート。 

帰りはみんなで輪になり「さようなら」。可愛い子ども達と一緒に過ごさせて 

いただいた日々、子ども達からたくさんの笑顔をもらい成長していく姿に、 

感動の日々でした。保護者の皆さん、豊かな個性を持つ可愛い子ども達との 

出会いに感謝です。ありがとうございました！  

 



あんず放デイです！ 

  放デイに新しい 7 人のお友達がやってきました。今までいた子達は、学年がひとつ上がった

こともあり、すっかり先輩の顔をしています。新しい子達を含め、51 名の大所帯。 

  にぎやかに、楽しく。でも、やるべきことはしっかりやって、実りある一年にしましょう！ 

 根っこの太い子ども達になるよう支援していきます。ご協力よろしくお願いします。 

   

  また新しいスタートです。            今年度も健康第一で、 

 少しずつメンテナンスをしながら          子どもたちと楽しく過ごせるよう 

安定感のある放デイにしていきたいです。      頑張ります。 佐々木 

よろしくお願いします。 池田                         

                           あんず 3 年目、放デイ 2 年目、 

   いつも子どもたちからパワーをもらい感謝、   まだまだ至りませんが、今年も初心を 

ありがとうございます。笑いの絶えない放課後を  忘れず頑張ります。 

子どもたちと過ごしたいと思います。       よろしくお願いします。 谷水めぐみ 

もちろん、事故のない送迎に努めます。髙野       

        あんず楽しみ！と、みんなに言って 

  ○あ ～！○ん ～！○ず ～っと一緒にいさせてくださいね。 もらえる場を大切にしたいです。 

つじ               田辺 珠美 

 

     それぞれみなさんが迎える新しい生活、 

      ドキドキすることもあるかも… 

      そんな中“いつものあんず”で待っています。 

柿村 

 

 あんずの送迎運転手さんです！ 

    

                   安心安全第一で、あせらずゆとりをもった運転を    

                  心がけたいと思います。今年度もよろしくお願いします。 

                                      石井   

 

                   運転手の牛窪です。1 年が経ちました。 

             これからも安全運転に努めます！ 

 

 

 

 4 月中旬より、あんずに事務員さんが来ます。 

 加藤さんです。 

また改めてご紹介しますね。                    

                         今日も、あんずに触れてよかった！ 

                         そう思ってもらえる夜に。柳澤 

                                           

 

 

 


