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「日々思うこと」 

 

 

 

 

 

就任してもうすぐ 1 年になります。  

 毎年１～3 園ずつ開園し、もうすぐ 14

園になり、社会福祉法人えどがわとして

10 周年のお祝いの年となります。 

各園それぞれ地域により、保育の特徴

がありますが、その違い、個性はあって

当たり前だと考えています。それは、保

育士の個性や得意もその一つとして考え

られます。 

「虫が好きな子」をたとえにすると、

今、デパートでカブトムシが売られてい

ることが当たり前の時代です。ペットシ

ョップ、通信販売でもカブトムシの幼虫

が餌とともに容器に入れられ、カブトム

シの養殖業も成立する時代です。また、

精巧なエレクトロニクスで作られた虫も

子ども達の心の中には変わらない思いを

見ることができます。命あるカブトムシ

が動くことと、エレクトロニクスで動く

おもちゃを子ども達は直感的に見抜き、

その違いの中で「生きる」ことへの興味

が掻き立てられるよう、考えることが必

要だと思います。また、地面や草の間に

いる虫などを目ざとく見つけ、子どもの

小さな手はそれをつまみ、観察します。

虫の仲間は形も質も色彩も多様であり、

子ども達がこの多様な生き物たちを相手

に様々な考えや思い、命の尊さを感じ、

一人ひとりの個性が作られていくことと

思います。 

保育園の特徴や保育士の個性により、

子ども達に何をどう導いていけるかを考

えることが必要と思います。今後、社会

福祉法人えどがわとして保育園を運営し

ていくにあたり、保護者との協力のもと、

どのような個性を持った保育園を作って

いくということが、今後の課題となるこ

とを願い、期待しています。 

 

 

 

 

 

(江戸川区認可私立保育園園長会会長) 
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「10 周年に寄せて」  常務理事 富澤 義夫 

当法人は平成 14 年に設立され、ここに 10 年の節目を迎える 

ことができました。これはひとえに多くの先生方のご協力・ご支

援の賜物と深く感謝申し上げます。 

「養護・教育・家庭支援」の理念を掲げ、お子様方の笑顔のため、 

より多くの利用者ニーズに応えるべく、今後も法人全職員が一丸 

となり、精進していく所存です。今まで以上のご指導ご協力を何

卒よろしくお願いいたします。 

 

 

「10 年を振り返り」  葛西おひさま保育園 園長 藤ノ木 博子 

葛西おひさま開園と共に歩んだ 10 年。振り返ると、感謝と学び

の日々であった事を深く感じます。保育士、主任、そして園長と

して。数えきれない程の出会いがあり、色々な考え方や思いに触

れた事が最高の学びとなりました。そして、「園長先生」と呼ん

で下さる皆さんの温かい声と笑顔に支えられ、今の自分があるの

だと思います。 

この 10 年、出会った全ての方に感謝し、これからも「子ども達

の為に！」を第一に考え歩んでいきます。 
 

 

「10 年を振り返り」  東小岩おひさま保育園 園長 橘田 真由美 

タワーホール船堀の一室で、開園に向けて準備をしていた日々を

今でも鮮明に覚えています。あれから 10年、子どもたちの姿に

喜び・悩み・教えられ、学ぶことの多い日々でした。そして、様

々な方の優しさや厳しさに触れ、自分の考え方も変えてくれる時

間でした。これからも一歩一歩、子どもたちと一緒に歩んでいき

たいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

おひさまＴＯＰＩＣＳ 
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平成 14 年３月   社会福祉法人えどがわ法人登記 

平成 14 年 4月   社会福祉法人えどがわ設立認可   

亀井 利雄 理事長(初代)就任 

杉 榮一 副理事長(初代)就任 

新堀おひさま保育園・葛西おひさま保育園開園  

 

平成 16 年 4月   田澤 茂 理事長(次代)就任 

平成 19 年 4月   東小松川おひさま保育園開園  

平成 20 年 4月   北葛西おひさま保育園・鹿骨おひさま保育園開園 

平成 21 年 4月   葛西第二おひさま保育園・春江おひさま保育園 

     東小岩おひさま保育園・西篠崎おひさま保育園 

平成 22 年 4月   西小岩おひさま保育園・松江おひさま保育園開園  

 

 

 

 

 

平成 23 年 4月   秋山 秀阿 副理事長(次代)就任 

松本おひさま保育園開園 

平成 24 年 4月   清新おひさま保育園・小松川おひさま保育園開園予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成24年3月26日グリーンパレスにて15名の永年勤続表彰式を行いました。 

勤続 10 年表彰者は以下の通りです。 

永年勤続おめでとうございます。10年間ありがとうございました。 

◆葛西おひさま保育園◆  園長 藤ノ木博子・主任 海老沢育子 

副主任 櫻井由紀子・天羽里奈・浦田理絵 

◇新堀おひさま保育園◇  事務局次長 山﨑陽 

◆東小松川おひさま保育園◆ 園長 森佐知子・廣野昭子 

◇鹿骨おひさま保育園◇  園長 高橋宏美 

◆北葛西おひさま保育園◆ 園長 山岡敏夫・主任 桑原舞・榎本明子 

◇春江おひさま保育園◇  主任 堀越聖子     

◆東小岩おひさま保育園◆ 園長 橘田真由美 

◇松江おひさま保育園◇  主任 高石昌子 
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リレー随筆 

私は中学卒業後、まだはっきりと将来の

進む道を考えず、単に地元の企業に就職で

きればと思い工業高校へと進学しました。

溶接や旋盤、簡単な電気関係の技術を身に

つけていたとき、ある児童福祉施設へ訪問

する機会があり、そこで過ごした一日で私

の将来が大きく変わり、児童福祉を学びた

い思いから保育専門学校へ進みました。当

時、男子学生の数は少なく、就職活動が始

まった時に、江戸川区内の総合福祉施設で

男性の求人があるとの情報が入ってきま

した。採用試験を受けさせていただくこと

になったのですが、面接時、園長先生は私

の成績証明書の封を切らず、「成績じゃな

い、人で見る」と言われ、その一言は初め

て採用試験を受けた私にとって衝撃的な

ものでした。そして、寛大な心で採用して

いただき、おひさま保育園に入るまでの

18 年間、児童及び老人福祉の知識と技術

を学ぶことができました。 

 これまで沢山の方々より保育士・園長と

して導いていただき、今の自分があること

を感謝し、自分にできることをしっかりと

見据えながらこれからも歩んでいきたい

と思います。 

 

 

 

 

 

初めに新堀、葛西おひさま保育園を開園し、平成 19 年から 5年の間に区立保育園を 9 園

引継いできました。渡す側も受ける側も試練を乗り越え今があります。若い職員も増え、

希望や未来を感じると同時に課題も沢山抱えています。10 周年を更なる飛躍の年と、新

たなる出発ができますように希望をこめて・・・。編集委員 

 

北葛西おひさま保育園 

園長 山岡 敏夫 

【材料】 

・豚肉･･･１２０ｇ   
・玉葱･･･１００ｇ 

・ごぼう･･･２０ｇ 

・人参･･･２０ｇ 
・白滝･･･４０ｇ 

・醤油･･･１２ｇ 

・上白糖･･･８ｇ 

・みりん･･･４ｇ   

・酒･･･４ｇ 
・だし汁･･･１２０ｇ 
・いんげん･･･適量 

【作り方】 

  玉葱→スライス ごぼう→斜め切り 

  人参→千切り  白滝 →ざく切り 

①油で、豚肉・玉葱・ごぼう・人参を炒める。 

②①にだし汁その他の調味料を加えて 

  味付けする。 

③ご飯の上に、②をのせ塩茹でした 

  いんげんをのせて ・・・完成です！ 
お好みで、焼き海苔や紅生姜をのせても 
good！ですよ(^^)  

豚丼 

提供：フジ産業株式会社 


