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今年度、小池だよりの担当になりました。

ひまわり棟：平松、たんぽぽ棟：濱本です。

学園での子ども達の様子や行事等を、小池

だよりを通して、お知らせしていきたいと思

います。また、ボランティアの皆様のご支援

ご協力に関しても、ご紹介させていただきま

す。よろしくお願い致します。

「写真の掲載はご本人、もしくは

保護者の了解を得ています。」
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だん手つきが良くなっており、「今年は上手にできた」と報告してくれる子
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良く、さすが食べ盛りです。「おかわり！！」の声が飛び交っていました。
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年間という短い時間ではありましたが、保護者の皆さま、職員の皆さまには大変お世話になりました。

新しい場所でも、子ども達の素敵な笑顔を胸に、頑張ります。

本当にありがとうございました。

    弘美弘美弘美弘美        

小池学園の元気で明るい皆さんと過ごした時間は、とても楽しい時間でした。

たくさんの思い出が出来ました。私の宝物にします。

保護者の皆さま、職員の皆さま、大変お世話になりました。ありがとうございました。

明美明美明美明美    

月より到津ひまわり学園に異動しました。

以前、引野ひまわり学園で勤務した経験がありますが、情けない事に全く新人のように

日々てんてこ舞いしています。

小池学園では、8 年間の勤務でかけがえのない経験をたくさん積ませていただき感謝しています。また、

お会いできる機会がありますことを楽しみにしています。

４月から勤務しています。よろしくお願い致します。

お世話になりました。新しい職場で頑張ります。

                                                                                                                             

                                                    

指導係指導係指導係指導係    地域支援・たんぽぽ棟担当地域支援・たんぽぽ棟担当地域支援・たんぽぽ棟担当地域支援・たんぽぽ棟担当

まったりＤＶＤ鑑賞 

元気に仕事をし、旅行など楽しんでいたらいいなと思います。

いつも笑顔で子ども達に関わっていきたいと思います。よろしくお願い致します。

指導係指導係指導係指導係    ひまわり棟担当ひまわり棟担当ひまわり棟担当ひまわり棟担当

ギターとドライブです。

ガレージのついた大きな家に住んで、子育てに励んでいると思います。

子ども達の笑顔に元気をもらいながら、毎日楽しく過ごしています。これ

からも子ども達と一緒に成長していきたいです。よろしくお願い致します。

庶務係担当庶務係担当庶務係担当庶務係担当    

元気に幸せな生活を送っていて

一日も早く一人前に

    

年間という短い時間ではありましたが、保護者の皆さま、職員の皆さまには大変お世話になりました。

新しい場所でも、子ども達の素敵な笑顔を胸に、頑張ります。

本当にありがとうございました。

小池学園の元気で明るい皆さんと過ごした時間は、とても楽しい時間でした。

たくさんの思い出が出来ました。私の宝物にします。

保護者の皆さま、職員の皆さま、大変お世話になりました。ありがとうございました。

月より到津ひまわり学園に異動しました。

以前、引野ひまわり学園で勤務した経験がありますが、情けない事に全く新人のように

日々てんてこ舞いしています。 

年間の勤務でかけがえのない経験をたくさん積ませていただき感謝しています。また、

お会いできる機会がありますことを楽しみにしています。

４月から勤務しています。よろしくお願い致します。

お世話になりました。新しい職場で頑張ります。

                                                                                                                             

      －

地域支援・たんぽぽ棟担当地域支援・たんぽぽ棟担当地域支援・たんぽぽ棟担当地域支援・たんぽぽ棟担当

元気に仕事をし、旅行など楽しんでいたらいいなと思います。

いつも笑顔で子ども達に関わっていきたいと思います。よろしくお願い致します。

ひまわり棟担当ひまわり棟担当ひまわり棟担当ひまわり棟担当    

ギターとドライブです。 

ガレージのついた大きな家に住んで、子育てに励んでいると思います。

子ども達の笑顔に元気をもらいながら、毎日楽しく過ごしています。これ

からも子ども達と一緒に成長していきたいです。よろしくお願い致します。

    

元気に幸せな生活を送っていて

に成ることができるよう

年間という短い時間ではありましたが、保護者の皆さま、職員の皆さまには大変お世話になりました。

新しい場所でも、子ども達の素敵な笑顔を胸に、頑張ります。

本当にありがとうございました。 

小池学園の元気で明るい皆さんと過ごした時間は、とても楽しい時間でした。

たくさんの思い出が出来ました。私の宝物にします。

保護者の皆さま、職員の皆さま、大変お世話になりました。ありがとうございました。

月より到津ひまわり学園に異動しました。

以前、引野ひまわり学園で勤務した経験がありますが、情けない事に全く新人のように

 

年間の勤務でかけがえのない経験をたくさん積ませていただき感謝しています。また、

お会いできる機会がありますことを楽しみにしています。

４月から勤務しています。よろしくお願い致します。

お世話になりました。新しい職場で頑張ります。

                                                                                                                             

－２－ 

地域支援・たんぽぽ棟担当地域支援・たんぽぽ棟担当地域支援・たんぽぽ棟担当地域支援・たんぽぽ棟担当

元気に仕事をし、旅行など楽しんでいたらいいなと思います。

いつも笑顔で子ども達に関わっていきたいと思います。よろしくお願い致します。

    

ガレージのついた大きな家に住んで、子育てに励んでいると思います。

子ども達の笑顔に元気をもらいながら、毎日楽しく過ごしています。これ

からも子ども達と一緒に成長していきたいです。よろしくお願い致します。

元気に幸せな生活を送っていてほしいです。

成ることができるよう

年間という短い時間ではありましたが、保護者の皆さま、職員の皆さまには大変お世話になりました。

新しい場所でも、子ども達の素敵な笑顔を胸に、頑張ります。

小池学園の元気で明るい皆さんと過ごした時間は、とても楽しい時間でした。

たくさんの思い出が出来ました。私の宝物にします。 

保護者の皆さま、職員の皆さま、大変お世話になりました。ありがとうございました。

月より到津ひまわり学園に異動しました。3歳から 6

以前、引野ひまわり学園で勤務した経験がありますが、情けない事に全く新人のように

年間の勤務でかけがえのない経験をたくさん積ませていただき感謝しています。また、

お会いできる機会がありますことを楽しみにしています。

４月から勤務しています。よろしくお願い致します。 

お世話になりました。新しい職場で頑張ります。

                                                                                                                             

地域支援・たんぽぽ棟担当地域支援・たんぽぽ棟担当地域支援・たんぽぽ棟担当地域支援・たんぽぽ棟担当    

元気に仕事をし、旅行など楽しんでいたらいいなと思います。

いつも笑顔で子ども達に関わっていきたいと思います。よろしくお願い致します。

ガレージのついた大きな家に住んで、子育てに励んでいると思います。

子ども達の笑顔に元気をもらいながら、毎日楽しく過ごしています。これ

からも子ども達と一緒に成長していきたいです。よろしくお願い致します。

しいです。 

成ることができるように頑張ります。

年間という短い時間ではありましたが、保護者の皆さま、職員の皆さまには大変お世話になりました。

新しい場所でも、子ども達の素敵な笑顔を胸に、頑張ります。 

小池学園の元気で明るい皆さんと過ごした時間は、とても楽しい時間でした。

 

保護者の皆さま、職員の皆さま、大変お世話になりました。ありがとうございました。

6 歳の幼児の通園施設です。

以前、引野ひまわり学園で勤務した経験がありますが、情けない事に全く新人のように

年間の勤務でかけがえのない経験をたくさん積ませていただき感謝しています。また、

お会いできる機会がありますことを楽しみにしています。 

 

お世話になりました。新しい職場で頑張ります。 

                                                                                                                             

元気に仕事をし、旅行など楽しんでいたらいいなと思います。

いつも笑顔で子ども達に関わっていきたいと思います。よろしくお願い致します。

ガレージのついた大きな家に住んで、子育てに励んでいると思います。

子ども達の笑顔に元気をもらいながら、毎日楽しく過ごしています。これ

からも子ども達と一緒に成長していきたいです。よろしくお願い致します。 

頑張ります。 

年間という短い時間ではありましたが、保護者の皆さま、職員の皆さまには大変お世話になりました。

小池学園の元気で明るい皆さんと過ごした時間は、とても楽しい時間でした。

保護者の皆さま、職員の皆さま、大変お世話になりました。ありがとうございました。

歳の幼児の通園施設です。

以前、引野ひまわり学園で勤務した経験がありますが、情けない事に全く新人のように

年間の勤務でかけがえのない経験をたくさん積ませていただき感謝しています。また、

                                                                                                                             

 

 

元気に仕事をし、旅行など楽しんでいたらいいなと思います。 

いつも笑顔で子ども達に関わっていきたいと思います。よろしくお願い致します。

ガレージのついた大きな家に住んで、子育てに励んでいると思います。 

子ども達の笑顔に元気をもらいながら、毎日楽しく過ごしています。これ 

 

年間という短い時間ではありましたが、保護者の皆さま、職員の皆さまには大変お世話になりました。

小池学園の元気で明るい皆さんと過ごした時間は、とても楽しい時間でした。 

保護者の皆さま、職員の皆さま、大変お世話になりました。ありがとうございました。 

歳の幼児の通園施設です。 

以前、引野ひまわり学園で勤務した経験がありますが、情けない事に全く新人のように 

年間の勤務でかけがえのない経験をたくさん積ませていただき感謝しています。また、

                                                                                                                             

いつも笑顔で子ども達に関わっていきたいと思います。よろしくお願い致します。 

 

年間という短い時間ではありましたが、保護者の皆さま、職員の皆さまには大変お世話になりました。

 

 

年間の勤務でかけがえのない経験をたくさん積ませていただき感謝しています。また、

                                                                                                                                                                            

年間という短い時間ではありましたが、保護者の皆さま、職員の皆さまには大変お世話になりました。 

年間の勤務でかけがえのない経験をたくさん積ませていただき感謝しています。また、

                                               


