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プ
キャン
サマー
戦
てわり
北丘た カ割りに挑
スイ
!!

みんなのお願い事が
叶いますように…!!
祭りの抽選会 !!
商品が当たるかなぁ？

プールで玉入れ
楽しいなぁ !!

美味しい 楽しい
ゲームもいっぱい♪

盆踊り 頑張って
踊るぞ !!
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おうち保育のこどもたちは、0歳から12歳までの子どもたちは日々夕食を一緒に食べて家族のような仲間づくりを
しているところです。そんな子どもたちが「よっしゃみんなでもりあげるぞ！」と立ち上がる行事があります。それ
は年に一度の夕涼み会での盆踊りです。
今年はミッキー音頭という新しい盆踊りを取り入れて盆踊りリーダーとなってもりあげました。練習で人前に出る
と緊張して声も出せなかった5歳児さんが本番は堂々とリーダーになった姿をみせてくれました。
̭̹̻͈̓͜ैͤ
ࣽා͉ηΛ΅Ȝإ൮ͬ

̤͙̭̱̞́

̢̤̺̻ͅͅޗ

ȶ̱̞ͩ̽͡ȷ

̧̞̱̹͘ȃ

ཷိͤͬ
̓ͧȡȊ
͙̤ͭ̈́́

ڠ͉ఊࡻ́४حȊ
௳άΛΗς̱̹́Ȋ

−2−

あいどる （社会福祉法人

路

交

館

広報誌） 2015年夏号

ဘ༗Ⴒࠈ߿ঊ̓͜ȁՔ

㯚㯃㯇
ᄕᶭ㯛ળᒰᣣ
㯂㮇
ᐲ㮧㓸㯚㮿
Ḱ㯮ㅴ㯝㯂
㮻㮀
㮫㮼㮱㮠㯚㮳

㯞㯊
㯆㯯㯄✚ᢙ
㰻㱋㰻㱋㯮
⤘㯥㯚㮷㯂
ౝ⡯㯊㯤㮢㯇
㮻㮃
㮫㮼㮱㮠㯚㮳

★聖愛園 夕涼み会の裏側★
聖愛園の夕涼み会は毎年保護者のみなさんが中心となって作って下さっています。今年度も夕涼み会で子どもたちが
楽しめるようにと、保護者の皆さんでアイデアを出しながら準備を進めてくれました！！
当日の準備では大量のヨーヨーを膨らませる作業がありましたが、大勢でかかれば怖くない！と最後の方では、まる
で職人の如く膨らませてくださいました(笑)
保護者の方の気持ちがしっかり伝わったかのように夕涼み会当日こどもたちはみんないい顔をして楽しんでいまし
た。委員の皆さん、本当にご協力準ありがとうございました。
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０歳児の中には、初めての夏を経験し
た子もたくさんいましたよ☆
ビニールプールでの温水プールも最初
は怖くて泣いている子もいましたが、回
を重ねるにつれて、とっても楽しそうな
姿が見られるようになりました♪圧縮袋
に水を入れたウォーターベッドなど夏な
らではの遊びを楽しんでいます！
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天気がいい日は園庭のプールでおもいきり水
あそびをたのしんでいます☆
はじめは顔に水がかかると泣いていたはとさ
ん（１歳児）も、ほしさん（２歳児）のダイナ
ミックにたのしむ姿に誘われて、いつの間にか
へっちゃらになりましたよ♪

ĴȆĵȆĶप ̹̥̱̽ڢȊ֚ฑ༗֗
6月6・7日に3.4.5歳児園内一泊保育がありました。今年は10年ぶりのカレー作りでした★朝に野菜をクラスで切
り、お昼にはジャージャー麺、おやつにはスイカを食べて、夕食にはゆりさん（５歳児）が中心となって作ったカ
レーをみんなで食べました！！お風呂に入りゆりさんにトントンしてもらったいずみさん（３歳児）は朝までぐっす
りでしたよ♪
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さくらんぼルームでは友だちと一緒に過ごす中で、好
きなことや得意なことを増やし、自信と意欲を育てて
います。『絵本の読み聞かせとふれあいあそび』を開
催しました>
අ൝ٰུ́ͬࡉ̳͘ʴ
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ポプラは障がいのある中・高生を対象とした放課後等
デイサービスで、放課後や長期休みを友だちと一緒に
過ごし、日々の活動を通して様々な経験の中で、仲間
づくりをしています。
8月に行くキャンプに向けて、
飯盒炊さんの練習！みんなでカ
レーを作ってお昼ごはんにしまし
た。
ダイナミックに切った具材のお
かげで食べご
た え ば っ ち
り！キャンプ
本番でも、頑
張るぞ！

ȸ̧̠͙ͤ͟͜ȹ́ΙοΙοʴ
７月９日(木)、東淀川区の『絵本読み聞かせ事業』の
ボランティアさんに来ていただき、大型絵本などたく
さんの絵本を読んでもらった後、親子ふれあい遊びを
楽しみました。多くの保護者が参加してくださり、ふ
れあいあそびで体を コチョコチョ してもらうと、
子どもたちも気持ちよさそうでしたよ♪「親子でゆっ
くりとした時間を過ごせました」という感想もいただ
けました！

ˍˌਔා̺͢Ȃཅ૧Քə
豊新聖愛園が開所して、今年10周年を迎えます。毎年、豊新聖愛園ではたくさんの人との出会い（入園）と別れ
（卒園）があります。また、保育も子どもたちの姿をみながら、保育室のレイアウトやおもちゃなど、よりよい保育
を目指してどんどん変化していきました。このように、変わっていった事もたくさんありますが、変わらずに受け継
がれている事も、たくさんあると思っています。
開所した１年目、私は保育士２年生でした。にじぐみ（3・4・5歳児）担任と、夜勤を初めて受け持ちました。豊
新立ち上げで、何もかも初めての経験でした。ドキドキでいっぱいだった私は、先
輩から「子どもと同じ目線でいてあげてね」と助言をいただき、私にどんなことが
できるかなと考えていきました。子どもたちの保育時間はとても長く、特に夜にな
ると、疲れや気持ちを出しやすかったので、ポロリと出る本音や甘えを受け止めて
いきました。そんな子どもたちの姿から、１番近くにいて、ほっとできる存在にな
れたらいいなぁと思って日々関わりました。
季節はめぐり、１期生の卒園式の日のことです。保護者と子どもたちからメッ
セージをいただきました。「深夜遅くに、いつも
笑顔で迎えてもらって、疲れがふっとびました」
「毎晩、うちの子はお風呂に入って寝る生活を楽しみに保育園に行っていました」
「夜までいてくれてありがとう」など、夜間のことを多く書いているメッセージが
ほとんどで、私たち夜間保育所の担っている役割の大きさを実感しました。悩みな
がらも日々保育していることは、保護者と子どもの力になれていたんだと、とても
励みになりました。
子どもと保護者が、安心して楽しく保育所生活を送れるように。２４時間の生活
を見通して、個々の健やかな成長を支えていけるように。10年経ってもこの願いは
変わりません。夜間保育の一端を担いたい！という熱いハートを持った職員たちと、一緒に力を合わせて駆け抜けて
きた１０年間でした。これからも豊新らしさを大切にしながら、子どもたちの育ちを見守っていきたいです。
そして、10周年を機に園内の壁紙や屋上のデッキ、園庭のベンチなどをリノベーションしています。６月に屋上が新
しく生まれ変わりました。8月には部屋の内装工事も始まります。
８月29日（土）16時〜19時、夏祭りを行い内覧会を兼ねて、10年間を楽しく振り返りながら、交流ができたらと
思っています。卒園児さんや関係者の皆さん、ぜひ遊びに来てくださいね。たくさんのお越しをお待ちしています。
文責：関 美沙子
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一時保育では午前中は『ぷれ幼児教室』として活動中です。
7月は食育活動として一時保育でもトウモロコシの皮むきを体験しました。
大人の掛け声に合わせて1枚1枚力を込めて皮をむいたり、トウモロコシの頭の部分についているモジャモジャの髭に
おっかなびっくり触ったり、きれいにむけたトウモロコシにかぶりついてみたり…と食材をより身近に感じられるい
い経験が出来ました。
もちろん、3時のおやつは自分たちが皮むきをしたトウモロコシでした。

聖 愛 園・地 子 セ・あ す な ろ
8月20日㈭
8月22日㈯
8月27日㈭
8月29日㈯

花火大会
（あすなろ）
プール開放③
（地子セ）
3・4・5歳児プール参観
プール開放④(地子セ)

9月5日㈯〜6日㈰
ゆり(５歳児)親子旅行(聖愛園)
9月5日㈯
おまつりごっこ
（地子セ）
9月18日㈮ 敬老の日のつどい
（聖愛園）
お月見会（あすなろ）
10月11日㈰ 聖愛園うんどう会
10月12日㈪ 聖愛園うんどう会予備日①
10月18日㈰ 聖愛園うんどう会予備日②
10月16日㈮ 地子セ親子ピクニック(地子せ)
10月22日㈭ 歌のコンサート
（ピュアハートミュージック）(聖愛園)
10月30日㈮ おうちハロウィン
（あすなろ）

子 ど も 館

9月18日㈮ 敬老の日のつどい
9月26日㈯ うんどうかい道具作り
9月28日㈮ お月見会

8月6日㈭〜9㈯
杉の子キャンプ
8月21日㈮ 外出活動(つくし)
10月25日㈰ 東淡路子ども館うんどう会

北丘聖愛園
8月8日㈯
夏休み（1号認定）〜8月21日まで
8月28日㈮ プールおしまい会

わ か く さ

9月11日㈮ 敬老の日のつどい
10月10日㈯
10月11日㈰
10月12日㈪
10月23日㈮
10月24日㈯

うんどう会
うんどう会予備日①
うんどう会予備日②
園外保育
（お弁当日）
地域ふれあいDAY
（ハロウィンパーティー）

豊新聖愛園
8月19日㈬〜21日金プール参観
8月28日㈮ プールおしまい会

10月11日㈰ ふれあいうんどうかい
10月12日㈪ うんどうかい予備日
10月15日㈭ うんどうかいやったぞ
パーティー（カレー大作戦）
10月23日㈮ 園外保育
10月30日㈮ 子どもカーニバル
（予定）
8月20日㈭〜21日㈮
ポプラ 信太山キャンプ
9月26日㈯
ホップ・ステップ さくらんぼwithポプラ（さ
くらんぼルーム、ポプラ）

桜

の

園

9月3日㈭、4日㈮
宿泊旅行：行先

しあわせの村

10月11日㈰ 守口市民スポーツ大会

路交館フェスタの
お知らせ

ちんすこう（20個分）
材
砂糖…………
ラード………
小麦粉………
塩……………

料
100g
100g
250g
少々

① ボールにラードを入れ、砂糖を加えてよく
混ぜる。
② ①に塩・小麦粉を振り入れ、手で混ぜて形を
整える。
③ オーブンを160℃に設定し、20〜25分ほど、
焼き色を確認しながら焼く。
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2015年11月3日（火）
詳細は次号でお知らせします。
おたのしみに～！！
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桜の園が路交館運営になって６年目を迎えています。守口市八雲北町およそ20年間作業として「地域で共に」を
キーワードに活動されていました。そのひとつに「地域交流の夕べ」という夏祭りがあります。『八雲地域で「障が
い者」と家族、勤労者、ボランティア、地域住民…様々な人々が共に過ごすことを通じて、共に生きることの大切さ
を確認しあおう。
そして共生の輪をもっと大きく育てよう。』という趣旨が開催当初から今日まで引き継がれています。
今年も７月２日、梅雨の晴れ間に開催しました。始まる前からお祭りを楽しみにしてくれている小学生の子どもた
ちの姿があったり、八雲地区有志の盆踊り隊の皆さんに盛り上げていただいたり、「ひさしぶり〜」とお祭りで久し
ぶりに顔を合わせて会話を楽しむ方、かき氷やたこせんに列を作る子供たちに紛れて一緒に並んでいる桜の園のメン
バーさん達。どの方々も本当にいい笑顔をされていました。お祭りは１年に１回ぐらいしか開催できませんが、こし
ていろいろな方が集える場や、機会をつくっていくことが「これからも」桜の園の役割だと考えています。

「これからも」を考えた時、現在桜の園のメンバーさんが生活している場所は周囲よりも地面が低く水害等の
不安もあり、建物もプレハブ造で、水回り設備等この６年で何度も修理をしながら使用しています。そこで、守口市
さんに相談に伺ったりしながら、隣地の道路に面した場所で新しい桜の園を建設させてもらうことになりました。７
月に地域住民の皆さま向けの説明会を開催した後、工事着工を予定しています。来年４月には、工事・検査等を終え
て新しい桜の園での活動をスタートさせる予定です。先日の桜の園懇談会で建設の事を家族さんに報告させて頂いた
際、「たのしみやねぇ」「上棟式で餅まきする？」など前向きなご意見もたくさんいただきました。すぐ隣で新しい
建物が出来上がっていく姿をメンバーと
眺めながら「これから」をたのしみにしたいと思います。今後とも皆さんのご支援のほど何卒よろしくおねがいし
ます。寄付金の受け付けも随時実施しておりますので、ぜひご協力いただきますよう重ねておねがいいたします。
（文責
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デコパージュとは…可愛い柄のキッチンペーパーを専用のりで貼り
付けて防水加工します。石鹸・写真立て・木製家具など様々な場所
にデコパージュ出来るのでインテリアのアクセントになります☆
７月２７日〜３１日に大阪ガス本社にてデコパージュ石鹸・ソープディッシュを販売してきました！１ヶ月前より商
品の製作にかかりました。石鹸も机に並べるだけでは目立たない・・ということで巨大通天閣看板を作成しました！
その効果もありお客さんにデコパージュの存在をアピールする事に成功しました☆上手くいかず何度も話し合い、も
める事もありましたが社会と繋がる喜びや難しさ・愛をこめて作った商品を買ってもらえる達成感をみんなで共感で
きる機会となりました。

ιϋΨȜ̯͈ͭՔૂ͂ૂ͈̭̹̽͜ΟΩȜΐν
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★後援会加入＆寄附のお願い★
路交館後援会へ加入のお願いです。会費は一口 1,500 円からで、あいどるの郵送料などに使わせていただきます。後援
会費は入金日より 1 年間有効です。ご協力のほどよろしくお願いします。
また、当法人の保育・活動にご賛同・ご支援いただける法人・団体・個人の皆様からのご寄附の協力をお願いしています。
お寄せいただいた寄附金は、利用者の皆様への更なるサービスの充実、各施設の施設・設備整備等に使わせていただきま
す。別頁の記事でお知らせしていますように、桜の園の建替工事がはじまります。ぜひとも、皆様からの暖かいご支援・
ご援助を心からお願い申し上げます。
※どちらも同封の払込用紙を使っていただければ、手数料は当法人負担になります。

編集後記
あいどる夏号いかがでしたか？夏はどの施設も行事が目白押しでしたね。
まだまだ夏は続きますが今しか出来ない事を大いに楽しんで、経験して
2015年度の夏を華やかに飾っていけたらと思います。あいどるに目を通し
ていただきありがとうございます。次号もおたのしみに～
編集担当 あいどる委員 達川・阪口
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