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茨城県道心園モニュメント
（管理棟玄関前）

ここは、子どもたちの拠り所となるとこ
ろであり、戻る場所でもある。共存する
ことと自立すること、生きていくこと、
自律することをキーワードして陶芸家の
林 香君氏が制作を行った。

作品名「時空を超えて」
この石は全く違う組織の石が大きな地殻
変動によって接合され、共存し、美しい
ハーモニーを作り出している。出生の違
い・成育の過程の異なるもの同士が、生
活・教育・成長を通して心に寄り添い、
共に深化していく茨城県道心園の象徴で
す。



 

思い出が 

いっぱい 



＜心理コーナー＞  
                                東ホーム 臨床心理士 上田聖 

 

東ホームでは、年長以上の子ども達全員が心理の時間を月に 2 回持っています。心理の時間は

遊んでも、お喋りをしても、作品を作っても、何をしても良い守られた自由空間です。その中で

心理の先生達が一緒になって考えたり、考えるためのヒントを伝えたり、いっぱい発散してすっ

きりさせたりしています。 

また、心理は子ども達だけではありません。日々の生活に密着して、全身全霊で努力している先

生達も対象です。色々なことがあればその分、心も動きます。大変なこともいっぱいあります。

しかし、子ども達は先生達の笑顔を見て安心して育っていきます。悲しみの中で生きてきた子ど

も達に光を与えるのは、大人の温かな笑顔とふれあいに他なりません。つまり、先生達の笑顔を

つくることも心理職の大切な役割です。他にも、個別心理療法・各種心理検査・生活場面での心

理面接など多岐に渡り、生活現場に入って一緒に過ごす事も生活臨床として重視しています。他

職種の先生達と協力し合いながら、子ども達の健やかな成長のために努めていきます。 
 

＜子どもたちからのアンケート＞ 
 
①好きな行事はなんですか？ 

・キャンプ ・クリスマス ・ハロウィン ・一泊旅行 ・お正月 

 
②①で答えた行事の、どんなところが好きですか？ 

・みんなで過ごせる。流しそうめんができる。BBQ ができる。虫が捕れる。ナイトハイク

ができる。普段出来ないことが出来る。 

・仮装をしたり、お菓子がもらえたりするから。 

・ホテルに泊まれる、バイキングが食べられる。色々な所へ行けるから。 

・こたつに入っておせち料理が食べられるから。 

 
③これからやってみたいと思う行事、行きたい場所などはありますか？ 

・野球博物館へ行きたい 

・ＵＳＪにいきたい  

・東京ドームに行ってライブを見たい。 

                     

 

いろいろな意見が 

                  あるね！ 



ふれあいの里で キャンプ！！

釣りも楽しみました♪

あすなろの里でキャンプや

プールで楽しみました♪ 

女の子たちは、豊里ゆかりの森と

福岡堰さくら公園へ行きました！

水遊びサイコ―♪♪

台風が上陸したため夏休みに行けなかった

ディズニーランド。９月に行きました！！ 



 

今年は二人の姫と一人の殿のお祝いでした。 

先生の炊いたお赤飯、おいしかった！！！ 

猛暑で延期された大会です。みごと優勝しました～ 

11 名のメンバーで準優勝！ 

表彰式の時間は、もう暗闇に・・・ 

毎年楽しみな、トリックｏｒトリート 

今年は男の子も気合が入りました（笑） 

みんなで一緒に 

大はしゃぎ！！ 

年に一度の防災訓練。皆真剣です。 



職員の活動を

ご紹介します。 

みんなの健康を守る♪ 

ぽけっと新聞 

NO.8 へつづく 

作：どうしんえん性(生)教育委員会 

28年度より職員の係として活動しています。定期的に子ども達への

身近な性教育を実施しています。各ユニットにはこの新聞が貼られて

います。ミニクイズが人気です。 



 

茂木 肇様より トレジャーモン

キーをいただきました。みんな

お猿さんのようにぶら下がって

遊んでいます。 

コストコ様が、園庭でバーベキューをしてくださいました。 

美味しいお肉やサラダなど、お腹いっぱい食べました。 

シグナル会様より 発掘ク

ライムをいただきました。

小さい子から大きい子まで

楽しく登っています。 



 
 
 
 

ご支援ご協力を頂いた皆様ありがとうございました。 
                  （Ｈ２９．１２．１～Ｈ３０．１１．３０） 
                     お名前を掲載させて頂きました。（敬称略） 
【寄付金】                            
飯田和夫 早川芙美子 岡田敏成 柁雄治 茂木肇 栗山米店 後藤慶子 石引商店 鈴家 日化サービス 筑波データシステム 

塚原功一 山川厨房 土浦ロータリークラブ 滝の園 伊地知宏 田島屋 久保谷和賀子 藤本久子 税理士法人 IBC 事務所 花むろ 

アイガード 安藤スポーツ 都和南小学校 都和中学校 糸賀文化堂 いいじま 窓愛園 ほびき園 竹内政明・恵 阿部電気設備 

佐野正 土浦市桜霞ライオンズクラブ 土浦市更生保護女性会 長谷川昌江 日暮憲且 新秀雄 野口板金 稲葉恵美子 平川晃 

都和中地区民生児童協議会 中畝地一雄 泉谷正典 五頭辰則 黒川武 梅村つや子 神戸正二 江川直文 中川一夫 久松和子  

内田和夫 菊地文枝 岡良司 石川光子 横田章五・洋子 渡辺幸雄・清美 横田千鶴子 山越典夫 鈴木知佐子 代々城光子  

大嶋和典 山崎琴映 山野美代子 松村友香子 中村清隆 沼崎勝彦 松村国夫 増渕豆腐店 魚経 日の丸商事 ミートパル村山 

塚本商店 ケイツーバス イワタニ関東 吉田衣料 P&E フーズ 市村クリーニング 斉藤綿店 渡辺有規建築企画事務所 伊藤農機 

岡村畳店 浅野光子 結束温 山田真由美 不二家並木店 中川剛 武田隆夫 中泉広幸 小島幸司 峯山龍二 野掘憲 河田茂  

岩瀬市朗 渡邊秋水 渡辺みつ江 鶴田美紗子 横田直和 武田久美子 笹川寛  

【寄贈品】 
資生堂ジャパン株式会社 チュチュアンナ フードバンク茨城 一般社団法人 EarthColorProject 日本鏡餅組合 笠井秀樹 田島屋 

(株)アンダーツリー東京 前野武司 一般財団法人東京馬主協会    株)安納ｽｳｨｰﾂﾌｧｰﾑ (株)三菱地所住宅加工センター 沼尻武 

(株)かね喜 リスカ株式会社 (株)東海 DOS キコーナ牛久南店    笹目悦子 (株)豊工業 マルハン土浦店 代々城光子 浅野均 

カーブス土浦神立店 (有)ダスカジャパンクァウテモック        菊田浩彰 JAIFA 茨城県協会 石田悦子 東京スター銀行 

鹿島まゆ子 阿久津享二 山野由美子 コストコ 富沢商店       大山さち子 土浦まちづくり委員福祉部 アサヒ飲料(株) 

飯田和夫 池田郁子 西北会はなのえん 平田喜代子(有)          ケーアイトータルプランニング 久松和子 下田梨園 

根本操 鬼澤美知子 上田忠義 平田光政 長谷川米子             横田文雄 りそな銀行土浦支店 ワールドメイト 

フィリップモリスジャパン土浦ユニット 大貫昇                 楽天株式会社 メリーチョコレートカンパニー 

ムーンバット株式会社 タイヨー従業員組合                            全国シャンメリー協同組合 

土浦ロータリークラブ                                       ほっともっと茨城地区 

中村道洋 グランドハイアット東京                             桜霞ライオンズクラブ 竹内恵 

遠藤美枝 今井一廣 成島建設                                 明治安田生命土浦南営業部 

カーブスつくばアッセ店                                 茨城県ケータリングカー協同組合 

THALA KOTUNNAGE INDUNIL PUSHPA KUMARA                    

【招待行事】 

花むろ ほびき園 日本アマチュア連盟監督                           土浦亀城ライオンズクラブ 

小菅妙子 株式会社和陽 オフィスやなぎ                             株式会社アールコーエス 

京越株式会社 古河ヤクルト販売(株)  東京都港湾局                   報知社会福祉事業団 (株)文化放送 
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