
あいどる　（社会福祉法人　路　交　館　広報誌）　2016年10月

－1－

発　　　行 社会福祉法人　路交館広報部
発行責任者 枝　本　信一郎
編　　　集 あいどる編集委員会（向濱・福井）
〒533-0023 大阪市東淀川区東淡路2-7-5
TEL06-6321-3955　FAX06-6325-6320
ホームページアドレス　http://www.rokoukan.or.jp
掲載の写真はアンケートに基づき掲載しています。

一
四
〇
号

夕涼み会の盆踊り踊ったね～☆

幼保連携型認定こども園あすなろ

幼保連携型認定こども園あすなろ

園庭で、 花火大会～♪

保育所 豊新聖愛園　露天風呂気持ちいい～

保育所 豊新聖愛園　夏の夜のお楽しみ !! 花火だよ
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　６月４・５日に３・４・５歳児園内一泊保育がありました。昨年に続き、今年もみんなでカ
レー作りをしました☆当日までにゆりさん（５歳児）の味見クッキングやゆりさん（５歳児）
リードのもと全体クッキングをしていよいよ一泊本番！それぞれクラスで野菜の皮を剥き、緊
張しながら包丁で切りましたよ。みんなで切った具材を大きななべに入れて愛情スパイスが
たっぷり詰まったカレーをかまどでじっくり煮込みます。ゆりさん（５歳児）は「おいしくな
～れ！」と汗をかきながら火の番をしてくれましたよ！出来上がったカレーをエプロン姿に身
を包んだゆりさん（５歳児）がよそい配膳してくれました♪配ってもらったカレーをぱくりと
一口食べたグループのいずみさん（３歳児）ひつじさん（４歳児）は「ゆりさんめっちゃおい
しい～♡」と目をギラギラ！グループのみんなで顔を見合わせてニコニコとっても嬉しそうな
表情の子どもたち。いつもよりたくさんおかわりをしておなかいっぱいでしたよ！初めての一
泊でドキドキだったいずみさんはもちろん、たてわりのみんなで泊まれたということがそれぞ
れ一人ひとりの自信に繋がっていましたよ！

地域子育てセンターでは、親子参加イベントとして「親子ピクニック」を行い
ました。近くの公園で親子のふれあい遊びや体操をしたり、ロケットを作って
飛ばして遊びました。公園内に隠している作り物のお弁当の具材を探し大きな
パネルに探してきた作り物の具材をペタペタ貼り付けて「お弁当」を作りまし
たよ。いっぱい遊んだ後はお部屋に帰っておかあさんの手作りのお弁当を大満
足な顔でお腹いっぱい食べました。これからもたくさんの笑顔が見られるよう
な楽しいイベントをしていきたいと思います。

文責　水野　茜

文責　浜口　恵美
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　８月４日㈭～６日㈯２泊３日でキャンプに行ってきた杉の子クラブの
子どもたち。今年は和歌山県にある友ヶ島という所へ行ってきまし
た！！しかし、今年はこの場所に決まるまで大変だったんです…。
　キャンプの行き先について、杉の子の中で意見が割れていました。≪去年と同じところがいい
家島≫vs≪今年は違うところがいい友ヶ島≫で意見が真っ二つ。お互い平行線で話が進まないので、今年の行
き先は毎年保護者に向けて行っているキャンプのプレゼンの日にプレゼン対決を行い、保護者に行かせたいほうを決めて
もらうことに！自分たちで行き方や交通費、食費、持ち物など全部調べてしおりを作り挑んだプレゼン対決。結果は友ヶ
島が勝利☆毎年同じところに行くのはつくしと一緒、杉は自分たちで行き先を決められるんだから今年は新しいところに
行きたい、という思いが強かったのを感じたプレゼンでした。特に６年生はその思いが強く、しおり作りにかなり力が

入っていましたよ。
　友ヶ島では、釣りや素潜りと海遊びをしたり、広場でバレーやだるまさんが転んだなど
大いに楽しんだ子どもたち☆今年の６年生の姿を見て、一部ではすでに来年行きたいとこ
ろを考えている子がいました。

　おうち保育とは、夜遅くまで仕事を頑張っている家庭のために０歳～12歳（小6）までの子どもたちが、一緒に夕食を
食べて過ごす場所です。昼間の活動を終えた子どもたちが「ただいま」と帰ってくると「おかえり」と迎えます。夕食の
準備ができるまでの間、子どもたちは、ゲームをしたりダンスを踊ったりしながらほっこりとした時間を過ごします。夕
食ともなると昼間の保育園や学校での出来事などたわいのない話でもりあがりながら食べます。お迎えの遅い子どもたち
は、お風呂に入り絵本をみたりしながらお迎えを待ちます。親も子も身体も心も切りかえて「また、明日もがんばろ
う！」と思える「第２のおうち」づくりをめざしています。

文責：植田　眞由美

東淡路子ども館　杉の子クラブ

幼保連携型認定こども園あすなろ　～おうち保育～

～サマーキャンプに行ってきました!! in友ヶ島～

文責：小西　雄太
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幼保連携型認定こども園　北丘聖愛園
～きたおかのなつ、みーつけた!～

お部屋の隣のテラスで水遊びをしました。
水を掴もうとしたり、水をたたいたり初め
ての水遊びを楽しみました。

ひよこぐみ（０歳児）

種から植えたひまわり。毎日水をあげて大
きくな～れとみんなで見守っていたら、
やっと大きな花を咲かせてくれました。

うさぎぐみ（2歳児）

たてわりで過ごすたてわりサマーでの一コ
マ。ぺットボトルでいかだを作ってプール
に浮かべました。おばけ屋敷や夏祭りや
サマーライブなど乳児クラスの子どもを招
待して楽しみました。

たてわり（３，４，５歳児）

北丘の夏の風物詩、どろんこ大会！この日
は大人も子どもも全身どろだらけ。このよ
うに遊び方もダイナミック！

たてわり（３，４，５歳児）

丸い大きなプールに入りました。バタ足を
したり、ハイハイしたり‥みんなと一緒だ
と面白いね。

りすぐみ（１歳児）

心に残る夏の思い出（豊新聖愛園夏祭り）
　10周年記念を行った昨年の夏祭りから早一年が経ち、
子どもたち、保護者同士、職員、地域の方々との更なる
交流を目的として行った今回の豊新聖愛園夏祭りです。
　とてもたくさんの子どもたちや保護者の方々、卒園児
や地域の方々が参加くださり、大盛況のうちに終えまし
た。ほっとさんや、桜の園さんも出店していただき、楽
しいひと時を過ごすことができました。豊新の子どもた
ちにとっては心に残る夏の思い出になったと思います。
本当にありがとうございました。 文責：韓　和男

文責：水野・明智
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豊新つくしクラブ！サマーキャンプinびわ湖子どもの国☆豊新つくしクラブ！サマーキャンプinびわ湖子どもの国☆豊新つくしクラブ！サマーキャンプinびわ湖子どもの国☆

児童発達支援センターわかくさ　ポプラ
キャンプin信太山

児童発達支援センターわかくさ　ポプラ
キャンプin信太山

児童発達支援センターわかくさ　ポプラ
キャンプin信太山

　豊新つくしクラブでは、８月に初めての園外一泊キャンプにチャレンジしました。自然あ
ふれる「びわ湖子どもの国」へ１７名全員（小学１～４年生）で行ってきました！
　子どもたちと取り組みや準備を通して、「みんなで力を合わせて、たくさん楽しみたい」
そんな気持ちを大事にしてきました。クッキング、湖水浴、探検などいろんな計画を立てて
準備しました。中でも、夜のスタンツのグループで踊るダンスは、みんなで踊ることを目指
して、自分たちで時間を作ってたくさん練習しました。練習の中では、上手くいかずにケン
カをする１年生たちや、恥ずかしくて踊れない友だちをどう一緒に踊れるようにしようかと

悩んだりもしました。でもそのたびに話し合いや、み
んなで一緒に考えて乗り越え当日本番、少しドキドキ
する様子もありましたが、円陣を組んで「いく
ぞー！」とさらに気持ちを一つにして、思いっきり踊
りきりました！
　みんなで力を合わせて楽しんだサマーキャンプを通
して、子どもたちの絆はより深くなりました。そして
これからもこのつくしの仲間となら、楽しいことや、力を合わせることなどいろ
んな取り組みにチャレンジしていきたいです！

文責：豊新つくしクラブ　隅田　慧樹

　8月19日㈮～20日㈯、信太山青少年野外活動センターへキャンプに行ってきました！今年は、高校３年生６人を中心に、
メンバーがしっかりと『グループ』を意識できるように取り組んだキャンプでした。仲良し同士で終わるのではなく、ペア
の友だちを気にかけて過ごす中で、１人ひとりの成長が見られました。このキャンプ場で３年目ということもあり、メン
バーさん自身で考えて色々な活動に取り組んでくれました。「先輩について行こう！同じことがしてみたい！」という気持
ちで、一生懸命ついていくメンバーの姿もありました。キャンプを終え、一回りたくましくなりました！

文責：北野

うぃず守口・滝井
～2016年9月9日～10日　メンバー旅行IN淡路島～

うぃず守口・滝井
～2016年9月9日～10日　メンバー旅行IN淡路島～

うぃず守口・滝井
～2016年9月9日～10日　メンバー旅行IN淡路島～

　『日頃の仕事の労をねぎらい、仲間と共に計画を立てお互いを知り楽しむ』を目的と
し、うぃず守口・滝井、メンバー、職員79名で1泊2日で淡路島に行ってきました。
1日目は渦潮クルーズ、2日目はONOKORO淡路ワールドパークへ行ってきました。
　今回は初めて就労系のメンバーの部屋には職員が付かないという試みをしました。友
達の家へ泊りに行くような感覚でカップ麺やお菓子、ビールを買い部屋で食べたり飲ん

だり、職員の目を気にすることなく自分達で考え
楽しむという経験をされました。22時には就寝さ
れていて翌朝の集合時間には、きっちりと集まっ
ておられ自信に繋がったのではと思います。恒例と
なっている宴会では始まる前に司会進行メンバーが衣装を着、ダンスで会場を盛り上げ
てくれ、各グループの出し物も盛況に終わりました。あっと言う間の楽しい旅行になり
ました。

文責　津崎　朋子
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７月１６日、夕涼み会で聖愛園の一角を借りてウィリッ
シュはかき氷を販売させて頂きました。この日は夏の暑
さを少し感じさせる気候でした。そんな暑さの中冷たく
ておいしいかき氷求めて、たくさんのお客様がいらして
くださりました。お客様の人数に圧倒されながらも一同
手動のかき氷機で、丹精込めて作らせて頂きました。

⇐
か
き
氷
を
作
っ
て
い
る
様
子

　2016年9月8日、9日桜の園メンバー旅行にいきました！
　生活介護のメンバー29名と就労継続のメンバー８名で昨年と同じく神戸市のしあわせの村に行ってきました。

　生活介護は一日目の昼のスポーツ大会がメインイベントで、３クラス対抗で景品
を目指し旅行の前からボール回しやリレーを練習してきました。日々の繰り返しの
練習があったからかそれぞれのメンバーがクラスが勝つためにがんばっている姿が
見れました。
　しかし実際やってみると、力の差などもあったりして一方的な展開になってしま
いそうになったのでボール回しやリレーをどちらも２回やって１回はちゃんとやっ
てもらって２回目は少しずるいとは思います
が、早いチームのところへ職員が少し邪魔を
したりしてゲームが接戦になるようにしたり
してみたり、その邪魔をしたことに「ちょっ
とずるいでー！」とかにぎやかに盛り上げて
楽しみました！

　一方就労継続のメインイベントは二日目の昼食のカレー作りです。朝食を早々に食べて
８人のメンバーが野菜を切る、火の番、洗い物等々役割を決めて１つのカレーを作り上げ
ました。旅行の前には鶴見緑地公園で練習をしたりしていたのもあったのでしょう。おい
しいカレーができたようで帰りのバスでは誇らしげな顔をしていたのが印象的でした。
　毎年行ってる旅行ですがただゆっくり慰安で行くだけでなくそこに向けて取り組む事で
利用者の方も旅行を意識してもらえるので、これからもいろんな取り組みを入れて旅行を作り上げていきたいです。

文責　西岡　祐樹

桜の園メンバー旅行！

　桜の園建設募金活動に始まり、本当にたくさんの色々な方々に支えていただき、おかげさまで８月２６日（金曜日）！桜の
園のパンのオーブンに火が入り、パンのいい香りが立ち込めだしました～！これからパンを手に色々なところに顔を出したい
と思っておりますので、この顔・この帽子を見かけましたらよろしくお願いいたします！

いよいよ！“桜の園　パン工房”からパンのいい香りが～～～！

検品・包装・営業・販売の３人衆～ １つ１つしっかり検品中～ 袋に入れる修行中～
文責　森田　武司

文責　尾中　瑞紀
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10月8日㈯ うんどう会
10月21日㈮ すずらん親子ピクニック(地こせ)
10月24日～11月1日
 日韓保育交流研修生受け入れ
10月26日㈬ 秋の遠足
11月9日㈬ 子育て講座＜ヨガ＞(地こせ) 
12月1日㈭ 子育て講座「クリスマスカード」(地こせ)
12月10日㈯ 生活発表会
12月16日㈮ すずらんクリスマス会(地こせ)
12月20日㈫ クリスマス会
12月29日㈭～1月4日㈬　冬期休園日

10月31日㈪ ハロウィン
11月15日㈫ 屋台屋さんごっこ
12月22日㈭ クリスマス会

10月30日㈰ 東淡路子ども館うんどう会
12月17日㈯ つくしフェスタ

10月8日㈯うんどう会

12月3日㈯生活発表会

12月20日㈫地域クリスマス会

12月22日㈭クリスマス会

12月29日㈭～１月3日㈫　冬期休園日

10月15日㈯ ふれあいうんどう会

10月21日㈮ 園外保育

10月31日㈪ こどもカーニバル（ハロウィン）

11月26日㈯ 発表会道具作り

12月10日㈯ 生活発表会

12月21日㈬ ゆず風呂

12月22日㈭ クリスマス会

12月29日㈭～１月4日㈬　冬期休園日

10月9日㈰ 守口市民スポーツ大会

10月下旬 お米販売

11月6日㈰ 守口市民まつり

11月13日㈰ 公民館祭

12月中旬 りんご販売

10月19日㈬・21日㈮　保育参観

12月10日㈯ クリスマス会

10月15日㈯ 外出活動

11月20日㈰ 摂津淀川マラソン大会

12月22日㈭ クリスマス会

編集後記
　今年も11月3日 (木・祝 )に路交館フェスタがあります。各施設が集まって、美味しい食べ物、楽しいゲー

ムが盛りだくさん！年に1度の路交館のお祭りですので、皆様、是非お越し下さいね。

編集担当　あいどる委員　向濱・野田・水野・福井・植田・浜口

　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。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。

★後援会加入＆寄附のお願い★

11月3日（木・祝） 路交館フェスタ

聖 愛 園

東淡路子ども館

あ す な ろ

ポ プ ラ

桜 の 園北 丘 聖 愛 園

豊 新 聖 愛 園

さくらんぼルーム

ヨーグルト（無糖）……………… 60g
薄力粉…………………………… 80g
ベーキングパウダー…………… 小2
砂糖…………………………… 25ｇ
塩…………………………………少々
マーガリン……………………… 8ｇ
牛乳……………………………… 大2

ヨーグルトパン（５コぐらい）

① 小麦粉とベーキングパウダーを合わせてふるっておく。
② マーガリンをクリーム状になるまで練り、砂糖を数回に分けて加え、塩も加えてよく練る。
③ ②に牛乳を少しずつ加え、ヨーグルトも加えて、よく混ぜ合わせる。
④ ③に①の粉を加えて、さっくり混ぜる。
⑤ カレースプーン１杯ぐらいの量をホットプレート又はフライパンで170℃くらいで焼く。

（よく膨らむので、間隔をあける。）

材 料
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2015年度　収支報告



 

 

ウィリッシュ・うぃずサポートセンター・うぃるハウス・うぃるホーム・ほっとコミュニティうぃる 

うぃず守口・うぃず滝井・うぃずサポートセンター守口・ 

桜の園・さくら・うぃずサポートセンターさくら・児童発達支援センターわかくさ 

幼保連携型認定こども園聖愛園・幼保連携型認定こども園あすなろ（夜間） 

東淡路子ども館・幼保連携型認定こども園北丘聖愛園・保育所豊新聖愛園（夜間） 
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