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新 理 事長就任 のご挨拶
このたび社 会福祉法 人恩寵園の理事長であつた石原亮が平成 28年 2月 1
日付にて退任いたしました。理事長在任 中は公私にわたりご指導ご厚情を賜
り誠に有り難く厚く御礼 申し上げます。
なお、後任 の理 事長として、私 、飯島和男が就任 いたしましたので前任者と
同様 かわらぬご支援 ご鞭撻を賜りますようお願 い 申し上げます。
まずは略儀ながら、書 中をもちましてご挨拶 申し上げます。

1.新 理事 長就任 のご挨拶

飯島 和男
「つながり」
2.お 花見

「つながり」
今年は3名 の男子高校 生が巣立ちました。
1人 は寮 に入居して製造業 に従事しております。もう1人はグループホーム
に入居し、朝早くから諸先輩のご指導を受け従事 しております。
最後 の 1人 ですが、昨年 (福 )テ レビ朝 日福祉文化事業団様主催 の「海外
生活体験 の旅」に参加 した経験から海外 の学校 への進学を希望 していまし
た。そしてその第一 歩として、旅の際にお世話 になつたホストファミリーさん
に受け入れていただけることになりました。このようなやり取りも自分 で積極
的に行動をしていたのには驚きでもあり嬉 しくもあります。
「 自分も勉強を頑張ろう」等 の気持ちを持ち、励みになつた
他 の入所児も
ことと思 います。
「 自立」の失敗も時には有り、突然 の電話に「ドキッ」とすることもあります。
先 日も、卒園児からの電話に「また、トラブルでも起きたのかな ?」 と恐る
「園長 !! ズボンの汚れつてクリーニングで落ち
恐る受話器を取ると
のこ
と。適切な対応をしたあと、受話器を置いた途端何か「ホッ」とし
る?」 と
ました。(こ の電話で、子ども達と繋がつていることに安心しました。)
「LINE」 と言う便利なものが有りますが、生の声が聴けることが大
昨今、
事です。いろいろな感動、刺激を受け毎 日が過ぎます。
感謝 !感 謝 !で す。
本間 敏子

3.千 葉東 ロータリークラブ様と

4.感 謝のページ
・ ボランテイアさんの紹介
・ ご寄付 の紹介
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毎年 4月 になると、恩寵園でもお花見が行われます。
園庭にブルーシートを敷き、テーブルを出して、その上に料理を並 べてい
きます。これらの料 理には、子どもたちがお手伝いをしてくれたものもあり、
準備からすでに子どもたちのイベントは始まっています。
お天気はあいにくの曇りでしたが風はなく、落ち着いてお花見を楽しむこ
とができました。去年 は晴れていましたが、少 し風があり砂が舞つてしまっ
ていたので、今年 の方が良かつたといえるかもしれません。
恩寵園の庭にある桜 の木は数本程度 で、一 見するとお花見には少 し寂 し
い気もしますが、ここからは隣 の小学校 の桜 の木も眺めることができます。
そのため、園庭から小学校 の方を見渡すようにすると、視界いつぱいに桜
色を収めることもできます。
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千葉東 ロー タ リー クラブ様 と

恩寵園の宿泊旅行
恩寵園では、こどもたちの夏休みな
どの休暇を利用 して、旅行を企画して
います。
幼児・小学校低学年・小学校高学
年・中学 1、 2年 生・中学3年 生・高校
生と年齢層別に職員が行先やイベ
ントを企画し、旅行を通して子どもたち
に経験と思い出を作つて成長してもら
おうと取り組んでいます。

恩寵園の子どもたちは、毎年千葉東ロータリークラブの皆様 のご厚意で 県
内の様 々のところにご招待をいただいています。時に学び 、また時 に遊び、
様 々な体験をさせてもらつています。
そして今 年 は、子どもたちは千葉 市にある加曽利 貝塚と千葉市動物 公園
に行 つてきました。
「かそリーぬ」
加 曽利貝塚 では、平成 26年か らPR大 使に任命されている
の生
い
を知る資料などを見聞き
活
にお出迎えをしてもら ました。他にも当時
したり、火起 こし体験をしたりするなど大変有意義な時間を過 ごしました。
その後 は千葉市動物公園に場所を移 し、動物たちとの触れ合いなどを楽
しみました。

感 謝 のペ ージ
児童 養護 施設 恩寵 園

新庄農園様にて芋ほり体験
(夏 前 の苗付けだけでなく、
収穫も体験させてもらつています)

恩寵園でお世話になつているボラン
ティア 団体 の方 々をご紹介 いたしま
す。大変 申し訳ありませんが、個人 の
方につきましては、多種多数となるた
め割愛させていただきます。
物 品寄付や寄付金をくださった方の
ご紹介もいたします。
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〒274‑0077
千葉県船橋市薬 円台 4‑6‑2

TEL 047‑466‑4020
FAX 047‑466‑4047
e― mail

info@onchoen。 Or.jp

HP http://ww.onchoenoor.jp/

(お 名前に誤字、脱字、記載漏れなどありました

ら、恐れ入りますがご一 報ください。
)

※本誌は関係各機関やご寄贈等くださいまし
た皆様に向けてご送付しております。ご不 要 で
ある場 合には、お手数ですがご一 報ください。

発行年 月 日 5月 9日
発行責任者 園長 本間 敏子

ぜ曙汐ξ

ランテイア 団体名〈
敬称
市川友 の
お話し会
フィリップモリスジャパン
船橋福社会
立正佼成会
いちご会・ いちえん会
フアミリー (千 葉大学学生サークル)
・ネットワーク
ソーシャル・アーティスト
チヨッキンズ
ワンステップ
虹のアトリエ
NPO法 人ナルク 船橋さざんか の

備・調理体
絵本の読み聞かせ
環境整備
環境整備
環境整備
行事開催
遊び相手・行事開催
楽器・歌・絵画指導
散髪
散髪
アートセラピー

ご寄付くださつた皆 さまのご紹介
物 品寄付 (敬 称略)2015。 10.1〜 2016。 3.31
団体・ 企業
・ジャパン、、セデイナ労働組 合、石橋商店、
セカンドハ ーベスト
・ネットワーク、ワンステップ、
いちご会・ いちえん会、ソーシヤル・アーティスト
パ
スジ
セデイ
プモリ
ライジング習志野店、
フィリッ
ナ労働組合、
大志産業、
ャ ン閉、
側 ヒカリシステム、ハップス三咲 店、Boulangerie Queue、 船橋市更 生 保護女性会、
ヴェルグループ、全国シャンメリー協同組合、出版文化社、植村歯科医院、
コストコホールセール 幕張倉庫店、ロイヤル閉 東京食 品第 一工 場、チ ュチ ユアンナ、
プレナス、日本鏡餅組 合、鈴木ラテックス、合同会社文屋 、アゼリーグループ、
アパマンシヨップネットワーク、毎 日新聞東京社会事業 団、市川友 の 会、
側UYEKI、 l■lダ スカジャパ ン クアウテモック、匿名 1名
個人
齋藤学、勝 山月絵、鈴木とし江、堰楽香織 、多喜川 坦子、野村洋 一 郎、中島文雄、
田中順 一 郎、伊藤真 、岸本陽子、西川玲子、重枝節子、ふなつし―、匿名 8名
寄付金 (敬 称略)2015。 10。 1〜 2016。 3。 31
団体・企 業
国際 ソロプチミスト、松戸友 の会、千葉東 ロータリークラブ、ナチュール 会 、
・ワ、めぐみ保育園、大浜幼稚園、市川友 の 会、船橋福社会、
l●lリ ュー
千葉県美容業 生 活衛 生 同業組合 船橋・鎌ヶ谷支部、船橋市更 生 保護女性会
個人
大西雄 一 、中島文雄、小川あい子、吉野玲子、勝 山月絵、小 田勇、藤井廣保、原慶明、
石橋 弘隆、岸本陽子、重枝孝和、匿名 5名

※本文に記載の個人情報は基本原則にのっとり、適正な扱し■こ努めます。ただし、本紙は特定の関係者のみに配布されることをご了承下さい。

