春のひかり
発 行 月 日
〒238-0026

平成 21 年 7 月 1 日
神奈川県横須賀市小矢部２－１４－１

http://shunko-gakuen.jp/index.html

「春のひかり」の発刊に寄せて
春光学園長 小林 秀次
本園においては、これまでも学園の子ども達や関係者
向けに、
「園のたより」を月１回発行してきた。３６１号
が発行されているからおよそ３０年間経過していること
になる。
私は、昨年四月に着任したが、パソコンが普及して現
代にあって、様々な施設からカラフルな広報紙が送付さ
れてくる。読んでいると、作り手が楽しんで編集してい
ることがわかるような気がする。それに比較すると、我
が園の「園のたより」は、いささかモノクロで時代を感
じさせる。学園は、実に多くの地域社会の方々からご厚
志をいただいており、その都度礼状を送らせていただく
わけだが、礼状に添えて、最近の学園の様子を伝える温
もりのある外部向けの広報紙の発刊したいと考えてき
た。今年度から職員の全員参加を目指して、いくつかの
委員会を発足させたが、
「広報・編集委員会」の最初の仕
事として、取り組んで貰った。園長室にも楽しそうに検
討する職員の声が聞こえてくる。欲ばらず、年４回ほど
の発行を着実に取り組んでくれることを期待している。
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新しく 幼稚園・学校へ
今年も新たに聖心第三幼稚園に３名、衣笠小学校へ５
名、衣笠中学校へ６名、三浦臨海高校へ２名、大楠高校
へ１名、平塚農業高校初声分校へ２名の子供たちが入
園・入学し、全員、期待と夢にふくらんだ幼稚園・各学
校生活をスタートさせました。又、今回、新小学１年生
に読売巨人軍の内海選手より各自にランドセルの寄贈、
新中学１年生には毎年恒例になっている上町今関商店様
より各自に学生服の寄贈・衣笠柳屋様より各自に学校指
定体操服一式の寄
贈があり、子ども
達も大喜び。寄贈
された皆様の気持
ちに応えるように
勉強・スポーツに
励む事でしょう。
ありがとうござい
ました。
内海選手よりのランドセルを背負って

米海軍横須賀基地様

横須賀中央ライオンズクラブ様

ホ ン ダ バ モ ス 寄贈
横須賀中央ライオンズクラブ様の創立４０周年記念行
事の一環としてホンダバモスの寄贈がありました。行事
や通院時に車が足りずに不便な思いをしましたが、これ
で一安心。大切に使用させていただきます。ありがとう
ございました。

イースターの
のお菓子寄贈
米海軍横須賀基地様よりイースターのお菓子の寄贈が
ありました。とても手の込んだイースターのお菓子に子
ども達は大はし
ゃぎ。チョコレー
トやゼリービー
ンズやマシュマ
ロをおいしく食
べていました。あ
りがとうござい
ました。

米軍の方々と一緒に

株式会社チュチュアンナ様

靴下寄贈
横須賀中央ライオンズクラブの方々と

株式会社チュチュアンナ様より靴
下５２０足の寄贈がありました。育ち
盛りで元気一杯の子ども達。すぐに靴
下に穴をあけてしまい、靴下はどれだ
けあっても大助かり。ありがとうござ
いました。

一杯動かし頑張っていました。

五月晴れの空の下

衣笠小学校運動会

５月２３日の土曜日、さわやかな五月晴れの中で衣笠小
学校の春の運動会が行われました。保護者や職員の前で
子ども達は各競技に大活躍。今年は黄組が優勝しました
が学園の子ども達はどのカラーも精いっぱい頑張ってい

米海軍横須賀基地様
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６月１３日にベースに男子寮の子
供たちが招待を受けソフトボールを
したりピザを食べて楽しんできまし
た。ベースの広いグランドでソフト
ボールをやる事が出来て、子ども達
は大満足。ありがとうございました。
横浜マリノス様

サッカー招待

ました。
男の子の衣笠合戦（騎馬戦）

坂中･衣中三年生修学旅行

信州木曽路･東北青森へ
へ
坂本中学３年生が５月１７日より１９日まで長野県の
木曽路に修学旅行に行きました。天竜川下りをしたり、
色々な体験学習を行い、たくさん楽しんできたようです。
衣笠中学３年生も５月２４日より２６日まで東北青森
県に修学旅行に行きました。各農家に宿泊して農業体験
をしたり、小岩井牧場に行ったりと東北の初夏を満喫し
てきたようです。
修学旅行も終わった事で、これからは高校進学に向け
て勉強にまい進する事でしょう。期待しています。
諸磯ヨットオーナーズクラブ様

ヨット招待
５月３１日、久しぶりに晴れた日曜日、中学生の子ど
も達が諸磯ヨットオーナーズクラブの皆様の招待を受け
てヨットの乗船体験に行ってきました。乗船体験だけで
はなく、釣りをしたりと、とても楽しい招待でした。毎
年の招待ありがとうございます。
神奈川県児童福祉施設

幼児運動会 参加
５月２６日に神奈川県内の児童福祉施設幼児運動会が
あり、学園の幼児も参加してきました。快晴の中、かけ
っこ･玉入れ･綱引き･パンクイ競争と皆、大活躍。身体を

６月２１日、女子寮の子ども達がサッカ
ー招待を受け、横浜日産スタジアムにて行
われた横浜マリノス対浦和レッズのサッカ
ー観戦に行ってきました。小雨の中の試合
でしたが横浜マリノスが２対０で勝利しました。ありが
とうございました。
スワン商会様

床改修作業奉仕
６月２５日に今年もスワン商会様が学園の女子寮他の
床改修作業奉仕をしていただきました。ここ数年、学園
の色々な個所の床改修作業奉仕をしていただき、改修工
事をした部屋は見違えるようになっています。ありがと
うございました。
神奈川県児童福祉施設

卓球 大会 開かれ る
６月２８日、藤沢の県立体育センターにて県児童福祉
施設卓球大会が開催され、春光学園からも７名の選手が
参加し、優勝は逃しましたが皆、
普段以上の力を出し、優秀な成績
を収めていました。
衣笠公民館さわやか教室様
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６月３０日に衣笠公民館さわやか教室の皆様が来園し、
幼児の子ども達と七夕飾りを作りました。器用に次々と
飾り物を作って下さる皆様に幼児さん
はビックリ。おかげ様で誰にも負けな
い七夕飾りが出来ました。ありがとう
ございます。
衣笠商店街に
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衣笠商店街の横浜銀行横に学園の子供たちが作った七
夕飾りが７月７日まで飾ってあります。学習時間や遊び
の時間の合間に一生懸命作った作品です。ぜひ見ていっ
て下さい。

衣笠歳時記

その①

わ」との喜びの評。多少、盗み見してのダンスだが、予
想以上の出来だ。圧巻は、６年生の徒競争で７名の参加。
春光学園長 小林 秀次
１位が３名、２位が２名、３位が１名の好成績。満面笑み
衣笠小学校運動会が開催される
でのＭＵ君のゴールには眼を見張った。私が、来賓席でボ
今年の衣笠小学校運動会は、眩しいほどの晴天だった。 ールペン片手に、何やらせっせとプログラムに記入するも
職員が作ってくれた学園の子ども達の出場種目、レースの のだから、周囲の人から疑心の眼で覗かれる始末。昼食は、
順番とコース順までが分かり易く記載された特製のプロ 我が園自慢のおにぎりと空揚げ。おいしく食べた。保護者
グラムを持参して胸弾ませての参加だ。学園の子どもは総 の方々が大勢参加してくれ、久し振りの親子水入らずの食
勢で３５名。どの保護者にも負けない大所帯で、応援のし 事風景。この春に家庭に復帰したＭＵさんとＳＨさんが来
賓席の私の肩を叩く。元気そうだ。気付いた衣小の子ども
がいがある。反面、一寸の気の緩みも許されない。
開会式が始まる。赤組、白組、黄組、青組それぞれが新 達が懐かしそうな笑顔で迎えてくれた。午後の部が始ま
１年生を優しく包み込む。小学校独特で心温まる。それぞ る。衣小５年生の名物「衣笠ソーラン２００９」は、今年
れの組には４人の応援団長がいるが、黄組は我が園のＳＮ も迫力のある見事な演技。全校色別対抗大綱引きは大接
さんが紅一点の団長である。かわいらしい顔が、さらに輝 戦。１年生の「まっすぐ走ろう」は、ＫＫ君が１位でびっ
いて見える。歌唱の全体指揮は、ＳＡさんである。学園に くり。ＫＲ君は先頭だったのに、脇を気にして転倒。残念。
来て１年が経つ。昨年はゴール前で転んで膝を怪我して心 ２年生の「走ってとんで」も１位が３名の大活躍。４年生
配したものだか、今年は堂々の役割発揮である。因みに閉 の徒競争も善戦した。
最後は、グランドが最高潮の中での色別対抗リレーだ。
会式での校歌斉唱の指揮も彼女が担当した。立派。選手宣
誓には新１年生のＫＲ君が参加。応援合戦にも５人の子ど 黄組の圧勝だった。こうして、衣笠小学
も達が参加する。いよいよ競技の開始だ。最初は３年生の 校運動会は、紅一点ＳＮさん率いる黄組
徒競争で３名が参加したが、やや苦戦。５年生の徒競争は の優勝で幕を閉じた。日頃は、見えない
６名の参加。ＳＮさんが１位で２名が３位とまずまず。２ 子ども達の別な顔が見え、秘めた力を感
年生のドライブ・アウェイ（ダンス）は、７名の子ども達 じさせてくれる１日だった。子どもに関
わる者として、子ども達の良い点に着目
が参加。１年間で随分逞しくなったものだ。
一番の心配はＮＲ君だ。校長先生曰く、
「練習では言うこ した取り組みを進めたいものだ。
とを聞かなくて困ったのに、今日は真面目に頑張っている

春光学園の日課と行事です
日 課 表
AM6:30
AM7:00
AM8:00

起床時間。
朝食。
登校時間。しっかり勉強してきてね。

年間行事表
4月
5月
6月
7月
8月

AM8:15
AM12:00
PM3:30
PM4:00
PM5:00
PM6:00
PM7:00
PM8:00
PM9:00
PM10:00
PM11:00

連絡会。伝達や話し合いを行います。
昼食時間。
下校時間。そろそろ学校から帰ってきま
す。
入浴が始まります。夜まで交代で入りま
す。
小学生の勉強時間。頑張って勉強してね。
夕食時間。一番の楽しみ。
中学生の勉強時間。目指せ高校進学。
幼児さんのお休み時間。いい夢を見てね。
小学生のお休み時間。
中学生のお休み時間。
高校生のお休み時間。

9月
10 月
11 月
12 月
1月
2月
3月

各学校･幼稚園･入学入園式 始業式
こどもの日 連休休み 残留児レクリェーション
衣笠小学校運動会
衣笠中学修学旅行 施設卓球大会
ライジングサン慰問 七夕 夏休み 学園海水浴
三崎マリン招待
施設野球･ソフト･水泳大会 夏休み帰省 残留児
レクリェーション 各学校･幼稚園開始
衣笠中学体育祭 衣笠小学校修学旅行
幼稚園運動会 各学校前期終了 秋休み
各学校後期開始 ベースハロウィン招待
防衛大学校祭招待 七五三 そば組合慰問 施設
駅伝大会
ライジングサン慰問 ベースクリスマス 幼稚園
クリスマス会 冬休み帰省 学園クリスマス
正月 残留児レクレーション 施設マラソン大会
節分 あすなろ交歓会･作品展 高校入試
ひな祭り 各学校･幼稚園･卒業卒園式 学園卒業
卒園式 クラス異動

新しい職員が加わりました
氏名：片山 由季（かたやま ゆき）
心理職～園内にて子供の心理面でのケアをします。
誕生月日：6 月 26 日
就職にあたって一言：もともと美術史の勉強をしていたの
で、実は学芸員の資格を持っています。臨床心理士として
働く中で、芸術療法的な面接が自然と多くなっているの
は、その影響かもしれません。これまで児相の心理職だっ
た視点を生かしつつ、子供たちと共に歩んで行きたいで
す。

氏名：市川 公康（いちかわ きみやす）
児童指導員～男子寮の子供の生活を手伝います。
誕生月日：6 月 30 日
就職にあたって一言：児童養護の世界は大学の実習を通し
て興味を持ち、入ろうと決めました。今は、入って間もな
いということでという事で子どもたちとの関係作りに苦
戦しています。これから子どもたちと様々なことを経験し
ていきながら良い関係を築いて行けたら、と思います。

平成２０年度 学園支援者の方々(招待･慰問･寄付･ボランティア)
在日米海軍横須賀基地 NAVFAC 様 ベースブルーリッジ様 ベース第七潜水艦群様 ベースサリバンスクール様 横
須賀西ロータリークラブ様 横須賀中央ライオンズクラブ様 横須賀ソロプチニスト協会様 平川商事様 さいか屋
煌蘭様 よこすか海軍カレー様 立正佼成会様 アキ美容室様 すずらんグループ様 ライジングサン様 三崎マリ
ン様 コットン金子グループ様 衣笠商店街様 第一衣笠町内会様 横須賀友の会様 ムーブグループ様 横須賀蕎
麦商組合様 防衛大学校学生の皆様 コカコーラセントラルジャパン様 トヨタ自動車様 日産自動車労連様 神奈
川トヨタ様 住友重機械労組様 (株)プレナス様 金子耳鼻咽喉科様 (株)ふじもと様 毎日新聞東京社会事業団様
(財)郵政福祉関東地方本部様 ワールドメイト様 神奈川農業技術センター様 カーブス横須賀店様 京急油壷マリ
ンパーク様 諸磯ヨットオーナーズクラブ様 金沢フィアデルフィア教会様 今関商店様 柳屋衣笠店様 大川様
向島様 岩﨑様 近藤様 松田様 松崎様 高橋様 山中様 その他匿名の方を含めて多数の方

たくさんの ご支援 ありがとうございました。引き続きの ご支援を お願いします。

サポーター 募集中

ボランティア募集
春光学園では、子供たちの為に色々なボランティアを募
集しています。あなたもボランティアをしてみませんか？
◎学習ボランティア
小中学生の勉強
時間 17：00～
◎幼児のボランティア
遊び･掃除･洗濯･縫い物など
◎遊びのボランティア
小学生を中心に遊んでいただける方
曜日･時間については相談の上
【問い合わせ】
○春光学園 児山 〒238-0026 横須賀市小矢部 2-14-1
☎046-851-2362
FAX046-851-2332

ボランティアファミリー募集
さまざまの事情で、家庭で生活できない子供たちの生活
しているところが『児童養護施設』です。ここで生活して
いる子供たちが、あなたのご家庭の優しさを味わうこと、
家族のふれあいの中で生きる力を養うことができれば、将
来成長したときにきっと役立つことと思います。
Ｑ１，どんな制度ですか？
児童養護施設の子供たちを家庭に迎えていただき、家族と
ふれあい『家庭生活』を体験させていただく制度です。
Ｑ２，それはいつ行うのですか？
週末や祝祭日･夏休みなど学校が休みの期間です。
Ｑ３，何日ぐらいでしょうか？
１泊２日、２泊３日など施設と相談の上、迎えていただく
ご家庭の都合にて過ごさせていただきます。
Ｑ４，条件はありますか？
子供が好きな方で、概ね６５歳までの方にお願いいたしま
す。
Ｑ５，どうしたらボランティアファミリーになれますか？
横須賀市児童相談所、又は、春光学園家庭養育支援センタ
ーへご連絡下さい。
【ご連絡先】
○横須賀市児童相談所
〒238-0004 横須賀市小川町 1 番地
☎046-820-2323
○春光学園家庭養育センター
〒238-0026 横須賀市小矢部 2-14-1
☎046-851-2362

