
あんずの木                 令和４年４月号   NO.71 

 

 「あ、タンポポが咲いてる。春だもんね」と、一緒に散歩に出かけた子のつぶやきが、立ち止 

まって深呼吸をする時間を作ってくれました。さあ、新年度のスタートです。改めまして、どう 

ぞよろしくお願い致します。 

 令和４年度のあんずは、就学前の児童は 9 名の新入児を迎え 39 名、放デイは新たに７名を迎 

え 46 名、保育所等訪問支援は 22 名でスタートします。子ども達やご家族、関係機関の皆様と 

一緒に、進むときは前を向いて、暮らすときにはしっかり足元を見て。ひとつひとつコツコツと 

積み上げていきましょう。強いですよ、コツコツは！ 

 

—４月・5 月の予定— 

   ４月 １日（金） 新年度スタート（児童・放デイ共） 

   4 月 20 日（水） ＳＴ（児童） 

   5 月 12 日（木） ドクターN の医療相談 

   5 月 17 日（火） ＳＴ（児童） 

   5 月 26 日（木） 地域連携日（予定） 

     未定     健康診断（児童） 

 

令和４年度あんずのスタッフ 29 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》  

  ◎ひょっとこクラス：   ○脇 多恵子    山田 千鶴  石垣 里美  三上 絵里子 

                   

◎ お か め  クラス：    ○小林 奈津代   長谷 里美    松浦 典子      宗像 愛 

            恵比須 奈那 

＊療  育  フ  リー  ：   武田 桃子  奥富 智美  雨宮 陽子 

 

＊言語聴覚士（ＳＴ）：    東江 浩美  ＊作業療法士（ＯＴ）：    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   竹下 洋子   吉田 峻佑（新採用） 

 

《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（相談面談・巡回支援）  武田 桃子（保育） 

    
 
 
   

 



＝お知らせ＝ 

≪地域連携日について≫（児童・放デイ共通） 

今年度、年に数回、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 

への見学や個別支援会議、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。 

 

 

≪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の医療相談を、 

年間４回実施します。第１回は、５月12日（木）14:00～16:00です。（一人30分・４枠） 

 

 【年間予定】 ②9 月 15 日（木）  ③11 月 10 日（木）  ④1 月 19 日（木） 

 

 

≪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。 

 

 

 

 

 

        4 月からも、コロナ感染症対策を継続しながらの支援となります！ 

                 ご協力の程、よろしくお願いいたします。 

 

健康状態への早めの留意  検温  換気  こまめな手洗い・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はお断りしています。 

 ＊子どもが通っている学校や幼稚園保育所が休校・休園になった場合、あんずの利用は控え 

ていただきます。兄弟姉妹の休校・休園も同様です。 

 ＊ご家族の学校や職場等身近で感染者が出て、自分や家族が濃厚接触者に当たるかどうか、 

不明な場合は、必ず申し出てください。自己判断で利用しないようお願いします。 

 ＊あんず利用児及び職員から感染及び濃厚接触者が出た場合には、リスクの可能性のある 

ご家庭に対して速やかに連絡します。 

＊何か不安なことがありましたら、ためらわず、お気軽にご相談ください。 

 

 



ひょっとこクラスです！ 

令和 4 年、緑のお部屋のお名前は【ひょっとこクラス】となりました✨ 
 なんだか縁起のよさそうな、ウキウキ踊りだしたくなるような、とっても楽しい一年になりそ 

うでワクワクしています。火を守る神とも言われる“ひょっとこ”。汗っかきの私達にピッタリ 
のお名前。汗をかいていきましょう！ 盛り上がっていきましょう！  

どんな時でも温かい、そんなクラスにしていきたいと思います。 

一年間、どうぞよろしくお願いいたします。 

                      

ちょっとの失敗は気にしない！   あんずの子ども達お母さん達と、楽しい！大好き！ 

  元気元気が取り柄の 脇 です。   をたくさん見つけていきたいです！ 

                  みんなで、シアワセで！おめでたく！大騒ぎ！ 

ワクワク！ ドキドキ！ そして    できる毎日にしていきたいです！ 山田 

ほがらかに！ 一日一日を大切にし 

ながら過ごしていきたいと思って   子どもたちの「楽しい！」や「できた！」も「ドキ 

います。宜しくお願いします。    ドキ」も、一緒に感じながら過ごしていきたいです。 

           石垣      よろしくお願いいたします。 三上 

 

 

 

おかめクラスです！  

  ようこそ！ おかめクラスへ！ 

 19 人のかわいい おかめちゃんたち とスタートです。みんなの「できた！「やったー！」 

 「大好き！」で、笑顔いっぱいのクラスにしたいと思います。一年間よろしくお願いします。 

  笑う門には福来る‼ さぁさ！ お母さんお父さんもご一緒に みんなで大笑いして 

福を招きましょう‼ 
  先日おみくじを引いたら「過ぎたる習慣を改めよ」 

  とありました。食べ過ぎ、飲みすぎ、働きすぎ⁉    一緒に、泣いたり、笑ったり 

  言い過ぎ、使い過ぎ…あらあら怖いですね。     しながら、楽しいこと、好きな 

  過ぎたるは猶及ばざるが如し。今年はいい加減を   ことをたくさん見つけたいです。 

  目指します♡よろしくお願いします。小林      一年間、よろしくお願いします。 

                                 長谷 

  今年度も、子ども達やお家の方といっぱい   

笑って、いっぱい身体を動かして、元気に  みなさんのニコニコ笑顔が、私の元気の源！ 

過ごしていきたいです！          これからの一年も、たくさんのニコニコで 

よろしくお願いします。 松浦       元気パワーをいただきながら、 

                     楽しく できた！ を大切に過ごしていきたい 

です。一年間、宜しくお願い致します。宗像 

 

“ひょっとこ”と“おかめ”のよう、みんなの笑顔やいろんな顔がたくさん見たいです‼ 

 さて、私はおかめさんを見ると、すごく食べたくなるものがあります。ヒントは、私の 

 出身地の名物‼ ジュ～ジュ～ハフハフなものです♡何でしょうか？ 恵比須 



 療育フリーのスタッフ紹介  

 

  じつは、弱点がたくさんある、あめみやです。 今年もみなさんと楽しく賑やかに過ごして 

  私の弱点を探してみてください♡       いけたらいいな。美味しいコーヒー、お茶 

  今年も一緒に楽しみましょう！        ビールが日々の癒しです♡ 

                        一年間よろしくお願します！ おくとみ 

 

  今年度も、訪問支援をメインに、ひょっとこクラス、おかめクラスにおじゃまさせていただ 

 きます。お母さんたちと、たくさんお話ししたいです❕  宜しくお願いします。 
 今年は、旅行やスポーツ観戦に行きたいと思っています。 武田 桃子 

 

あんず放デイです！ 

  新しく 7 名のお友達が入り、総勢 46 人になります。 

 1 年目の子から 7 年目の子と、様々な子ども達がいるので、どの子にとっても、 

「来てよかった」と思えるヒトこまを作っていけるとよいなと思います。 

 スタッフ一同、力を合わせ、日々充実させることができるよう、がんばって 

いきたいです。人と一緒にいることが、心地よいと思える場所作りを目指します。 

  今年度も、ご協力よろしくお願いします。 

                       放課後の子どもたちが、穏やかで充実した 

  新しい一年にドキドキしています。     楽しい時を過ごせるようにしたいと思います。 

  毎日毎日のことを確実に、ひとつひとつ                            髙野 

  ていねいに積み重ねる一年にしていきたい                     

  です。子ども達や大人達の癒しの場になる  子どもたちと一緒にいられることや、みんなで 

  ように笑顔でがんばります。 池田     成長を喜び合えることが、とても幸せなことだ 

                       と感じています。 佐々木たか子 

学校から帰ってきた子どもたちが、笑顔で  

  楽しく、充実した時間を過ごせるよう、   楽しく放課後を過ごせるよう、お手伝いさせて 

  よりそっていきたいと思っています。      いただきます。よろしくお願いします。 竹下 

  よろしくお願いします。  田中      

                                                                 今年度も安全安心に配慮し、初心を忘れずに 

「ちょっと疲れたけど、やっぱり あんずには  気を引き締めて頑張りたいと思います。 

行っちゃおうかな～」そんな放課後の場に    どうぞよろしくお願いします。谷水 

なるといいなと思います。           

今年度もよろしくお願いします❕ 柿村       新年度を迎え、ご入学、進学おめでとうござ 

                        います。一人一人の可能性を大事に、一緒に  

 楽しい時も困った時も、その気持ちに      放デイで楽しく過ごせるよう頑張ります。 

寄り添いたい。いつも、お隣にいるからね！    よろしくお願いします。 鵜飼  

今年もよろしくお願いします。 辻 明美 

あんずが皆さんのホッとできる場所になり 

ますよう、頑張ります。 田辺珠美 

 

  



≪採用のお知らせ≫（4 月 1 日付） 吉田 峻佑（放デイ） 

 

  はじめまして、吉田と申します。昨年までボランティアでお世話になっておりましたが、 

この度、職員として活動を共にさせていただく次第となりました。 

  お子様ひとり一人の気持ち、言葉に寄り添った支援をしていきたいと、 

心がけております。どうぞ、よろしくお願いいたします。 

 

 

 

保育所等訪問支援です！ 【担当：柳澤・武田】 

 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、学童保育等に出向き、 

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中で、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。」 

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、お手伝いさせていただこうと思います。 

どうぞよろしくお願い致します。 

                                   

 

 

 事務所です！ 

       4 月から年少になる息子がいます。 

     子供の成長はあっという間でびっくりです。 

子育てをしているときも、仕事をしているときも、 

どんな時でも“自分らしさ”を大切に頑張ろうと思います。 

また今年度もよろしくお願いします。 事務 加藤 

                           

 

あんずの送迎運転手です！ 

    

    安心、安全運転第一、思いやりのある運転を 

心掛けていきます。 

ホップ、ステップ、ジャンボ石井   

 

  改めて、安全運転に務めます。 

  今年度は、イベント開催できるといいですね！ 牛窪 

 

                    

 
 

 

 

 



≪退職のお知らせ≫（3 月 31 日付） 田部 幸（放デイ）   この春、大学を卒業しました。 

 

          こんにちは。毎週金曜日に放デイでお世話になっていました、田部 幸です。 

         ３月末をもって、あんずを辞めさせていただくことになりました。 

社会人として、4 月からは地域福祉関係の仕事に就職することが決まりま 

した。放デイの日々は、私にとって一日一日が忘れられない、とても大切な 

日々です。関わってくださった方々、本当に今までありがとうございました。 

新たな生活の場でも、笑顔を忘れず頑張っていきたいと思います。 

 

 

 

 

あんず書店    

『こんとあき』     
作  林 明子 

                       

              こんは あきが生まれたときに  

おばあちゃんが作ってくれた ぬいぐるみ。 

              あきは こんを直してもらうために、こんと一緒に おばあちゃんの 

              お家に向かいます。途中ドキドキのハプニングにあいながらも、 

               二人で おばあちゃんのお家を目指す 冒険のお話です。（松浦） 

 

 

 

☆お 礼☆ 

３月は、花粉症の季節ご用達の BOX ティッシュ多数、雑巾、 

雑巾、トイレットペーパーをいただきました。 

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す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         こだわることは熱い思いで 

流せることは大きな気持ちで 

いい湯加減でいきましょう！ 

           柳澤 

     

 

 


