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さんが熱を出し︑急遽帰らなければ

補佐に入るのは︑例えば職員のお子

の 職 員 が 子 ど も に 関 わ っ て い ま す︒

人の園児がおり︑ 人

ることもあります︒園には０歳児か

務的な仕事のほか︑保育の補佐に入

ラスで使う物の発注業務などの事

組んでいます︒勤務を組んだり︑ク

た︑良い部分を引き出してもらえて

ども自身も親も予想していなかっ

タイミングで︑保護者の方から﹁子

子ども達の姿が見えました︒就学の

受け持ってみると︑今までとは違う

視点で関わっていましたが︑実際に

れまではクラスの外から客観的な

めて受け持ったことがあります︒そ

たクラスを︑５歳になったときに初

４歳まで担当したことがなかっ

また︑今まではクラスで難しい状

てみるようにしています︒

置いて︑園長の意見についても考え

ります︒そういった際は一旦時間を

いることと︑意見が異なるときもあ

じます︒園児について自分が思って

どうすれば伝わるのか難しさを感

明しても︑上手く伝わらないときは

クラスの状況や物事について説

るととても心が温まります︒

ならないといったときや︑嘔吐の処
感謝しています﹂と言っていただい

況があった場合︑それがクラスだけ

今までとは少し違う業務にも取り

理などで人手が必要なときなどで
たときは︑日々の何気ない関わりが

の負担になってしまうこともあり

︱︱大変だと思うことは
ありますか︒

す︒熱が出たお子さんを保護者の方

そのようなことに繋がったと私自

ましたが︑その後︑会議等を通して

所でみる場合もあります︒

ら就学前の

がお迎えに来るまで一時的に事務

身も気づかされ︑心から良かったな

園全体で共有し︑皆で一緒に取り組

りで分からないことも多いのです

今は仕事の内容が変わったばか

もうとする動きも少しありました︒

と思いました︒
︱︱園児と接していて
どんなことを嬉しく感じますか︒
現在は保育に入ることが少なく

なるべく冷静でいようとは思っ

が︑気負わず冷静に︑これからも仕

場にいたので︑子どもたちはそれを

て い ま す︒ 園 児 と 一 緒 に 喜 ぶ な ど︑

︱︱普段お仕事をする
上でこだわっていることなどは
ありますか︒

覚えていてくれます︒今でも私を見

感情の共有も大切ですが︑あまり感
常に冷静さを失わず︑園児の生活

なりましたが︑２年前までは保育現

かけて﹁田辺さん︑今日何番？何時

情的になりすぎると見落としてし

に寄り添い続ける田辺さん︒今後も

す︒

事に取り組んでいきたいと思いま

までいるの？﹂などと話しかけてく

まう部分もあるかと思うので︒子ど

主任保育士として園全体の成長に

また︑卒園の際に園児や保護者か

れることが嬉しいです︒

もたちに共感しつつも︑冷静な部分

寄与していく田辺さんに︑より一層
の期待が寄せられます︒

短
大 を 卒 業 し︑ 社 会 福 祉 法
人 明 和 会 に 就 職︒ 現 在 は
明和第一保育園で主任保
育士を務める田辺優子さんは︑これ
までにたくさんの園児の保育に携
わり︑成長を見届けてきました︒直
接クラスを受け持つことがなく
なっても︑変わらず声をかけてくれ
る園児の存在がとても嬉しいと語
る田辺さん︒仕事をする上で難しい
と感じることや︑嬉しかった思い出
などについてお伺いしました︒

︱︱まずは入社の
きっかけを教えてください︒
就職活動の際に︑明和会が園を新
設するため保育士を募集している
という話を聞きました︒電話で問い
合 わ せ て み る と︑﹁ 期 日 も 迫 っ て い
るので︑迷うようならとりあえず履
歴書を持ってきてください﹂とお話
しいただきました︒このときの丁寧
で誠実な対応に心を打たれ︑面接を
受けさせていただきました︒

︱︱今はどのような
お仕事をされているのでしょうか︒
２０１９年度からは︑主任として

※2019年6月時点

田辺 優子
も持つよう心がけています︒

ら﹁ありがとう﹂と感謝の言葉をい
ただいたり︑１年の終わりに保護者
の方が連絡帳に子どもの成長につ

■問い合わせ先：0538-42-3228

2020.5.13

いて思いを綴ってくださったりす

＜企業情報＞
社会福祉法人明和会
■法人認可：1966年11月
■事業活動収入：21億円
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❶趣味を教えてください！
❷自分の性格を一言でいうと？
❸休日はどのように過ごしていますか？
❹社会福祉法人明和会のどこに魅力を感じて入社されましたか？
❺「自分のここを活かしていきたい！」
という部分を教えて下さい！
❻皆さまに向けて意気込みを一言、
お願いいたします！

新入社員の皆さんをご紹介します！
皆さんのプライベートから、
入社のきっかけなどを伺いました。
ぜひ見かけたら声をかけていきましょう！

出身地：静岡県袋井市

出身地：静岡県島田市

❶歌を歌うことと美味しいご飯を食べること
❷ポジティブ
❸カラオケ(今は自粛中のためお風呂で歌って
います笑）や、
いっぱい寝て明日に備えます。
❹私が卒業した園でもあり、素敵な思い出がたくさん詰まって
いる明和第一保育園に勤めたいと思い、入社をしました。全く
変わっていなくてとても懐かしい気持ちです。
❺へこたれない性格なので、
ビシバシご指導をいただき、少し
でも早く一人前になりたいと思います！ 明るい気持ちと全力で
楽しむことが長所だと思うので、子どもたちと毎日を楽しく過ご
したいと思います。
❻少しでも早く先輩方のような素敵な保育士になれるよう、毎日
成長していきたいと思います。何も分からず、
ご迷惑をおかけす
ると思いますが、
これからよろしくお願いいたします！

❶フットサルをすること、YouTubeをみること
❷落ち着いている
❸友達とよく遊びに出かけています。
カラオケや
喫茶店に行き、会話を楽しんでいます。1人で休日を過ごすとき
は、読書や、Netﬂixを見たりしています。
❹明和会の施設は大きく、綺麗にされていて、皆さんが一生懸
命仕事をしているのが垣間見えたため、一緒に仕事をしたいと
思い、入社を決めました。
❺私はどのような人でも平等に尊重します。
また、
自分自身が話
をするより、人の話を聞く方が好きなので、
そういうところを活か
していきたいと思います。
❻福祉の仕事をするのは初めてなので、仕事内容で分からな
いことはありますが、明和会を利用してくださる方々に毎日笑顔
を届けられるように、
目標に向かって頑張ります。

出身地：静岡県磐田市

出身地：静岡県掛川市

❶剣道
❷心配性
❸飼っている黒猫のネロくんとイチャイチャする
のが主ですが（笑）、友達と遊んだり一人で出かけたりと過ごし
方は様々です。
❹大学で八谷理事長の授業を受けていた際に、介護の話や明
和会の話を聞いて楽しそうだと感じ、
入社いたしました。
❺元気は沢山あるので、利用者様と明るく楽しく関わっていけ
ればと思っています。
❻まだまだ分からないことだらけで勉強の日々ですが、精一杯
頑張りますのでご指導のほどよろしくお願いいたします。

❶映画鑑賞
❷ポジティブ
❸最近は家で映画鑑賞をしたり、
体を動かしたりして過ごしています。
❹特色のある幼児教育をしていて、
「一人ひとりの個性と夢を
大切に」
という保育理念に強く共感しました。
❺何事にも真面目に取り組み、
自身の強みである明るさを活か
していきたいと思います。
❻小さい頃からの夢だった保育士になり、
日々いろいろなことを
学びながら、
やる気と笑顔を忘れず、元気いっぱい頑張りますの
で、
よろしくお願いいたします。

5月生まれの職員の方々と資格取得された方です！おめでとうございます♪
誕生日

12日 髙木理恵子（苑）
１日 伊藤瑠里 （つ）
６日 小澤勇太 （苑）
13日 金原永典 （苑）
２日 佐々木里美（苑）
６日 八木愛未 （可保） 13日 大橋利佳 （つ）
３日 鈴木清美 （ふ）
６日 鈴木由美子（2保） 14日 澤田有生 （苑）
４日 古池真美 （苑）
７日 鈴木秀明 （あ）
15日 村松清一 （1保）
５日 斉藤由華 （学）
７日 夏目克枝 （つ）
16日 髙橋 晋 （あ）
５日 髙橋理恵子（可保） 10日 出野浩恵 （苑）
21日 宮本哲子 （あ）
５日 鈴木杏彩 （苑） 10日 深谷珠惠 （学）
22日 植田 信 （あ）

22日 増田晴美 （苑）
23日 栗田智代 （可保）
24日 富田夏実 （あ）
24日 永田あさひ（あ）
26日 大石里美 （月保）
27日 村松瑞恵 （オハ）
28日 橋本紋花 （苑）
29日 伊藤真紀 （オ）

資格取得

社会福祉士
社会福祉士
社会福祉士
精神保健福祉士

松井 宰 （ふ）
榊原すず （苑）
影山千夏 （あ）
榊原すず （苑）

【施設名】
（1保）
・・・明和第一保育園 （2保）
・・・明和第二保育園 （あ）
・・・あきは寮・あゆみの家 （苑）
・・・明和苑 （オ）
・・・オランチ （オハ）
・・・オハナ （か）
・・・からす森 （学）
・・・袋井学園
（可保）
・・・めいわ可睡保育園 （月保）
・・・めいわ月見保育園 （こ）
・・・ことり保育園 （つ）
・・・ワークスつばさ・もみの木 （ふ）
・・・明和ふかみの里・家・デイ （ラ）
・・・ラック （寮）
・・・可睡寮

出身地：静岡県袋井市

出身地：静岡県袋井市

❶ドライブ、
バスケ、
カラオケ
❷マイペース
❸友達や恋人と色々なところに出かけたり、
食事に出かけたりしています。
また、家で過ごすこともあります。
❹多くの施設が市内にあることで、
たくさんの経験を得ることが
できると感じ、
入社を決めました。
❺コミュニケーションをとるのが得意なので、利用者様と良い
関係を築いて、支援していきたいと思います。
❻覚えが悪いので足を引っ張ることも多々あると思いますが、積
極的にチャレンジして成長していきたいと思っています。

❶カフェ巡り
❷前向き
❸最近はあまり行けていないのですが、
美味しそうな食べ物がありそうなお店を探してまわっています。
❹以前、実習をさせていただいた際に、職員の方々が利用者
の皆様に明るく元気に接する様子や、質問に丁寧に答えてくだ
さる姿に魅力を感じました。
❺学生時代に幼児教育科で学んだことを活かし、笑顔を忘れ
ず、利用者の皆様が楽しく過ごすことができるように努めてまい
ります。
❻明和会の職員として精一杯頑張りたいと思います。
よろしく
お願いします。

出身地：静岡県袋井市
❶ソフトボール
❷負けず嫌い
❸社会人チームに入っているので、
ソフトボール
をしています。
❹子どもの気持ちにしっかりと向き合っているという部分に魅力
を感じました。
❺毎週運動をしているので体力面を活かしていきたいと思って
います。
❻できることを精一杯頑張りたいと思っています。
よろしくお願
いいたします。

出身地：静岡県袋井市

出身地：静岡県浜松市

出身地：静岡県磐田市

❶旅行すること
❷人見知り
❸一日中家にいるか、友人と遊びに行きます。
❹施設見学をした際に、
アットホームであたたかい雰囲気に魅
力を感じ、
入社を決めました。
❺あまり感情的にならず冷静に判断できるところを活かしてい
きたいと思います。
❻分からないことばかりですが、楽しく過ごしていきたいと思っ
ています。
よろしくお願いいたします！

❶音楽を聴くこと
❷心配症
❸休日は買い物に出かけます。
❹高齢者や障害者、子どもといった、多領域にわたって事業を
展開しているところに魅力を感じ、
入社を決めました。
❺高齢領域・障害領域など幅広く学んできたため、
その知識を
活かしていきたいと思います。
❻分からないことも多々ありますが、
これからよろしくお願いいた
します。

❶友達と遊ぶこと
❷元気
❸休日は、友達と遊んでいます。
❹実習に行ったときに、先生方に優しく接していただいたことに
魅力を感じ、
入社いたしました。
❺笑顔で元気いっぱいなところを活かしていきたいと思います。
❻至らない部分もあるかと思いますが、よろしくお願いい
たします！

令和２年度 新入社員の辞令交付式
毎年、互助会の歓送迎会の際
に入社式として行なっておりま
したが、新型コロナウイルス感
染症の影響で歓送迎会が延
期となりました。
そのため、新任
職員研修の際に辞令交付式を
行ないました。当日、新入社員
の配属する施設長等が見守る
中、
理事長より辞令交付を受け
ました。

