
あんずの木                 令和３年４月号  NO.59 

 

 4 月からの一年、街にはどんな風が吹いていくのでしょうか？ 少し薄くなってしまっている人 

と人との関係を、そして、一緒に感じたり学んだりする一体感を“新しい生活様式”に乗って取り 

戻してきたいですね。もう、コロナを言い訳にせず、頭を柔らかくして、発想を新たに。もちろん、 

安心、安全な支援を大切に、一人ひとり、一つひとつ積み上げていく一年にしていきましょう。 

新年度のあんずは、就学前の児童は 4 名の新入児を迎え 31 名で。放デイは、小学一年生を６名 

迎え 52 名、保育所等訪問支援は 19 名でスタートします。「今日も、あんずに触れてよかった～」 

と、みんなに思ってもらえる場所でありたいと、スタッフ一同、笑顔で頑張ります。 

よろしくお願いします。みんなで、みんなが心地よくなる空気を作っていきましょう！ 

          

  —4 月・5 月の予定— 

4 月 1 日（木）３年度支援開始 
4 月 20 日（火）ＳＴ（児童） 

5 月 13 日（木）ドクターＮの医療相談（児童・放デイ共） 

5 月 19 日（水）ＳＴ（児童） 

 

令和３年度あんずのスタッフ 28 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》  

  ◎チョコレートクラス：○脇 多恵子    長谷 里美   雨宮 陽子    

              石垣 里美   恵比須 奈那  三上 絵里子 

 

◎キャンディクラス：  ○小林 奈津代  山田 千鶴    松浦 典子   

奥富 智美   生駒 あかね 

              

＊療育フリー：武田 桃子  ＊言語聴覚士：東江 浩美  ＊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    

   柿村 恵      谷水 めぐみ    田中 洋子      田辺 珠美 

鵜飼 敦美   田部 幸 

 

《保育所等訪問支援》   柳澤 健一   武田 桃子 

 

《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（面談・巡回支援）  武田 桃子（保育） 

      
   

  



4 月からもコロナ対策をよろしくお願いします！ 

みんなで、みんなのために、感染予防に努めましょう！ 

健康状態への早めの留意  こまめな手洗い  利用前の検温  手指の消毒 

    

  ＊大人は、マスクを着用されている方のみの入場可。子ども達のマスクは、できる子のみで。 

  ＊子ども本人の他、ご家族に体調不良の方がいる場合の利用もお断りしています。 

＊定期的に換気を行っている他、席の工夫等『密』にならないよう、子ども達に無理のない 

範囲で取り組んでいますが、小集団での支援の都合上、人は集まります。ご理解ご了解の 

上で利用していただきますよう、よろしくお願いします。 

＊不確実な情報には気を付けましょう！何か不安なことがありましたら、お気軽にご相談 

ください。 

    

＝お知らせ＝ 

≪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、研修等を行う予定です。但し、コロナ禍の中で、各学校や事業所の対応が、現状では、 

まだ不明確なので、連携日の頻度や内容については、後日お知らせします。（4 月はありません） 

 

 

≪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 13 日（木）14:00～16:00 です。（一人 30 分・４枠） 

 

 

≪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。（櫻澤医院） 

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。5 月と 10 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。 

 



チョコレートクラスです‼ 

 甘くておいしいチョコレート♡ ひとかけら口に入れると心が踊るチョコレート♡ 

チョコレートクラスも、そんな雰囲気であるように、担任一同、心を込めて子ども達と向き合っ 

ていきたいと思います。 

 さてさて、クラスには十人十色、魅力たっぷりのお友達がそろいました。皆で一緒にいろんな 

経験を積み重ねて、素敵な思い出を作りましょうね。１年間よろしくお願い致します。 

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‼ 

 

脇の一日は、コーヒーに始まりコーヒーで終わります。  ゆでたまごをつくるのが得意な 

 コーヒー大好き♡お供はもちろんチョコレート♡      あめみや ようこ です。 

                             一年間、いっぱい笑って 

近、娘の持っているジェイボードに乗れるようになった             過ごしましょう！ 

恵比須です。次は一輪車に挑戦しようかな、と思ったり、 

やっぱりケガはしたくないと思ったりしています。     今年もまた、泣いたり、笑ったり 

できるようになるって、楽しい！嬉しい！そんな気持ちを  怒ったりしながら、元気いっぱい 

子ども達と一緒にいっぱい感じていきたいです。      遊びたいです。 

                             よろしくお願いします。 長谷 

「わくわく ドキドキ」「やってみよう」「できた」   

「うれしい」「楽しい」など、たくさんの経験を    チョコレートが大好きな三上です。 

一緒に積み重ねていきたいと思っています。      入曽の車両基地を見ながら、あんずに 

一年間、宜しくお願い致します。 石垣 里美     通えることが楽しみな“ママ鉄”でも

あります。よろしくお願いします。 

 

 

 

キャンディクラスです！ 

「おてんばイタズラ大好き♪かけっこスキップ大好き♪ 

わたしは♪わたしは♪わたしはキャンディ♪」 

  クラスのテーマソングはこれで決まり‼ たくさん笑って、みんなの大好きをたくさん見つけ 

たいです。色とりどり、形豊か、味は甘い？ 酸っぱい？ ときには辛い⁉… 
どんなキャンディクラスになるのか楽しみです♡ 一年間よろしくお願いします。 
 

昨年の自粛期間中、子どものおもちゃにと    キャンディクラスの松浦です。 

思って購入したオタマトーン♪ 実際やってみ   今年も子どもたちやお家の方と一緒に 

ると、私のほうがハマってしまいました！    「楽しい！」ことをたくさん見つけて 

空いた時間にぼちぼち練習しています。     いきたいと思います。 

いつの日か皆さんの前で演奏するかも⁉                よろしくお願いします。 

                小林 

 

 

 



春が大好きです！4 月からの新しい出会いに   新しい子どもたちとの出会いにワクワク 

胸が高鳴っています。みなさんとたくさん遊んで  ドキドキが止まりません。 

 心が触れ合う瞬間を重ねていきたいです。     楽しいこと一緒に見つけていけたらと 

キャンデイは、グレープとレモン味が美味しいな。 思います。よろしくお願いします。 

よろしくお願いいたします。 生駒あかね                奥富 智美 

 

 ○き らきらな目、○や わらかな心、ぐ～○ん と深呼吸して、○で きた‼を重ねて、○い っぱい遊ぼう 

 そんな楽しいクラスを一緒に作っていきたいです。よろしくお願いします。山田千鶴 

 

保育所等訪問支援です。 あらためまして、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等の先生方にご理解、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、一緒に活動したりしていくことで、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、お子さん姿を整理し、働きかけ方 

等について話し合っていきます。」 

今年度は、職員 2 名体制で臨みます。子どもの“社会”である、幼稚園、保育所、 

学童保育室等での生活が、より充実し楽しくなるよう、実りある訪問にしていきたい 

と思います。どうぞよろしくお願い致します。 

 

  今年度は、みなさんの通っている幼稚園や保育園での姿を見せていただく 

訪問支援をメインに、チョコレートクラス、キャンディクラスにも、お邪魔 

させていただきますので、宜しくお願いします。趣味は国内旅行  

 みなさん、おススメの場所を教えてください。武田 

                

≪退職のお知らせ≫（3 月 31 日付） 

 

               大好きなことに夢中になっているとき、やってみようと 

近藤 恵美子       チャレンジしているとき、元気いっぱい遊んでいるとき… 

     （児 童）        どの姿もキラキラした表情で、溢れるパワーを感じました。 

 これからも、たくさんのキラキラみつけてくださいね！ 

                 お世話になりました。 

楽しい思い出ありがとうございました。 

 

             短い間でしたが、あんずでみなさんと一緒に過ごせて、とても 

楽しかったです。ちょっと難しい出来事や壁にぶつかったとき、 

平野 千枝      そのときの自分の手持ちの力で、何とかやりくりしながら頑張っ 

（言語聴覚士）     たり、経験を広げて楽しみながら生きていると、少しずつ手持ち 

の力が増えていきます。それを成長と言うようです。 

 これからもずっと応援しています。ありがとうございました。 

 

児童の ST は、東江浩美 ST に替わります。またご紹介しますね。 

 

 

 

 



あんず放デイです！ 

  今年度は、6 人の新しいお友達が増えました。中学生も増え、制服姿をあんずで見かける日も 

多くなります。年齢の幅が広い中でも、少しでもみんなが楽しく過ごせるよう、 

リニューアルする部分もあったり、今まで通りの積み重ねも入れながら、しっかりと 

パワーアップしていきたいと思います。 

職員も増えています。報・連・相を十分に行い、子ども達のためにがんばります。 

   

  いろいろ大変な時ですが、子ども達、お母さん、お父さん達の支えになる放デイを作って 

 いければと思っています。お母さん方、たくさんおしゃべりをしましょうね。 池田勝美 

  

  子どもたちの笑顔が沢山ある放デイを目指します。  七転び八起き 失敗を恐れず、 

安全運転で無事故に努めたいと思います。髙野      今年度も一緒にがんばりましょう。 

                           よろしくお願いします。佐々木たか子 

子どもたちの心と体に向き合って、 

  一緒に楽しく遊び、保護者の方々と   「迷ったら、まず一歩！」は私世代の合言葉。   

たくさんお話ししたいな。        みんなの一歩は全力で応援します。 

             田中洋子   さあ、笑って笑って、時に悩んで…お供させてね！ 

                      よろしくお願いします。 辻 

  一日がんばってから来てくれる皆さんが   

 “楽しい放課後♪”を過ごすお手伝いが   あんず 4 年目、放デイ 3 年目、 

  できるといいな♡                  まだ至りませんが、初心を忘れずに頑張ろうと 

よろしくお願いします。 柿村     思います。今年度もよろしくお願いします。 

                                      谷水めぐみ 

  子ども達の成長に必要なものは何でしょう？  

  少しでもお手伝いをしたいと思います。   新年度を迎え、1 学年の大きくなった皆さんの 

              田辺 珠美    可能性を、少しでも引き出せるよう、そして、 

                       新一年のお友達と早く仲良くなれるよう 

  こんにちは！田部 幸です。                  がんばります！  鵜飼 

  4 月から子どもたちとたくさん接して、 

  一人一人と向き合っていきたいと思います。 

  よろしくお願いします！ 

 

 

  事務所です！ 

   新しい年度がスタート！ 

   私は変わらず、事務室からみなさんが、楽しくあんずですごせるように 

   見守っていきます。たまに顔を出しても、びっくりしないでくださいね！  

                             事務 加藤 

 

 



あんずの送迎運転手さんです！ 

    

                  安心運転、無事故、無違反を心がけていきたいと思います。   

                  今年度もよろしくお願いします。 

                          ホップ、ステップ、ジャンボ石井   

 

 

                   3 年目を迎えた運転手の牛窪です。 

                   今年は東京オリンピックも予定されていて楽しみです。 

                   一日一日を大切に、安全運転に努めます。 

 

 

 

 

☆お 礼☆ 

         3 月に卒園した就学前の子ども達より、絵本をたくさんいただきました。 

         その他にも、お人形、エプロン、絵本、ボックスティッシュ、消毒液、タオル等 

         たくさんの品をいただきました。子ども達のために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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          近くにいるときは、いつもとなりに。 

                          遠くにいるときだって、寄り添っています。 

                               そんな、あんずです。 柳澤 

 

 

 

 

 

 


