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なぜ、いま憲法改正なのだろう？

路交館理事長

安倍首相は、去る5月3日、憲法改正派の市民集会に自民党総裁の立場で
ビデオメッセージを送り、2020年までには改正後の憲法を施行したい旨を
述べたという。なぜ、いま憲法改定なのか、何とも納得できない。
首相の言う改定の趣旨は、高等教育を含む教育の無償化と、憲法９条に
自衛隊に関する第3項を追加することだというが、９条の改定を行うため
のあめ玉として、教育無償化を持ち出したとしか思えない。国民をばかに
した話である。そもそも、現行憲法でも義務教育の無償化が明記されてい
るが、教科書の無償化が実現したのさえ憲法の施行からほぼ20年後だし、
実際に子どもを小中学校に通わせると何やかやとお金がかかり無償どころ
でないことは誰しも知っている。憲法で定めていてもこんな状態なのだか
ら、高等教育を含む教育の無償化を憲法で定める必然性は全くなく、法律
でどんどんやっていってほしい事柄である。実際、守口市では保育所・認
定こども園・幼稚園などの乳幼児の保育料をすべて無償化したのだから、
国が高校・大学等の無償化を法律で定めることには何らの支障もないは
ず。勘ぐってしまえば、無償化はしたいが今はそのためのお金がないの
で、とりあえずは遠い目標としてまずは憲法に掲げておくことにしよう、
というだけのことでないかと思えてしまう。
このように考えると、どうも安倍首相の狙いは憲法9条の改正という
か、その第3項にあるとしか思えない、
安倍首相は、第9条も１項と２項は残すのだから、平和主義や戦争放棄の
規定は維持され問題ないと語るが、本当にそうなのだろうか。
ここでまず現行憲法の第９条を改めて読んでみよう。
第９条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、
国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解
決する手段としては、永久にこれを放棄する。
２ 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しな
い。国の交戦権は、これを認めない。
この９条の条文を素直に読めば、自衛隊の存在自体が違憲に読めてくる
が、それはさておいても、時の首相が合憲であることはゆるぎないと何度
も繰り返して述べているのに、その首相が階上階を重ねる形で、自衛隊
についての規定を第３項として入れようとするのだろうか。何とも解せ
ない。
そもそも、憲法には国の機関としては司法・行政・立法の３つしか定め
られておらず、これまで自衛隊は警察などと同様に行政機関の一部とされ
てきたと思うが、それを憲法上で別に定めて他の行政機関とは異なる特別
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な位置づけを与える必要があるのだろうか？きな臭さを感じてしまう。行
政権は日本国内でしかその効力は認められないが、行政機関とは別に自衛
隊があるとなると、日本の領域外、要するに海外に自由に出ていくことが
できそうだからである。
先の大戦に至る過程で起こされた満州事変や支那事変も、最初は居留民
保護や法人権益の保護の名目で戦闘が始まった。特に後者は事実上の戦争
状態が何年も続き中国全土に拡大されたが、「事変」と呼んで戦争ではな
いとされた（なお、支那事変は戦前の日本国内での呼び方で、今日では太
平洋戦争中の戦闘も含めて日中戦争と呼ばれている）。また、居留人（邦
人）保護を名目とした軍隊の派遣は、それまでにも何度も繰り返し行わ
れ、その派兵そのものが現地民衆の反発をかって邦人虐殺を招いた事例も
少なくなかったという。これも軍隊の派遣そのものが現地の民衆にとって
「侵略」として捉えられた証左であると思う。
話が横道にそれてしまったが、要するに、自衛隊という暴力装置の海外
派遣を認めてしまうと、それが仮に邦人保護や邦人財産の保護という自衛
目的であったとしても、戦争と呼ぶか否かは別にして大規模戦闘に発展す
る危険性をはらんでいる。しかも、満州事変の発端となった柳条湖事件
は、関東軍（日本軍）が戦争を始める口実を得るために意図的に満州鉄道
の線路を爆破したのだから、「自衛のため」という言葉も我々庶民にとっ
てほとんど信用しようがない。
自衛隊に関する条項の追加に関し、もう一つ気になる点がある。自衛隊
に海外派遣が、現在の自衛隊員だけの「他人の問題」でなく、日本人一人
一人の問題になる可能性があることである。というのも、多くの諸外国で
国防軍の設置を明記しているが、同時に国防を担う責任は徴兵制を採用し
ているといないとに関わらず、全国民にあるとしている。このことを考え
ると、国防を担う国民の責任に関わる規定が、第３項に潜り込まされる可
能性があるのである。
素人目にはどう読んでも自衛隊は違憲としか読めない現憲法の９条につ
いて、自衛隊が合憲であることはゆるぎないと言い切る首相の下だから、
追加される第３項のどのような文言で、国民は国防の義務があるとされる
かわかったものではない。それこそ、徴兵制への道をひた走ることになっ
てしまいかねないのである。
第３項を追加するだけだからという甘言に騙されることなく、安倍首相
の言う憲法改正には反対していく必要があるように思う。（5月）
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今年度の新入社員は、うぃず守口、生活介護2名、就労移行3名、就労継続B型1名。
うぃず滝井、生活介護1名、就労継続B型1名の、計8名の仲間をお迎えしました。昨年
度からメンバーの『自分たちで入社式をしたい！』の声を大切にし、今年度も司会進
行、受付、来賓の方の案内、辞令書渡しを「やってみたい！」と立候補された12名のメン
バーが当日までに何度もイメージ作りと練習を繰り返し、式当日を迎えました。
緊張した空気の中、司会からの第一声「皆さん、おはようございます。」の声はマイクを通しても聞こえないくらいの小
さな声。静かに座っているメンバー。そんな、少し元気のない入社式が進み、新入社員の紹介。元気な新入社員が飛び跳ね
にこやかに大きな声を発しながら入場すると、一気に場は和み司会の声も大きく、それと同時に在籍メンバーも、いつもの
元気なうぃず守口・滝井へ!!辞令書渡しでは新人メンバーも在りのままの自分を表現され場を盛り上げてくれました。一番盛
り上がったのは恒例の在籍メンバーからの歓迎のセレモニー!
この日の為にオーディションを受け選抜されたメンバー!そんな緊張感からか、いつもの元気とは少し違うまま終わろうと
した時、そんな空気を感じ取ったのか踊っていたメンバーの中からアンコールを誘う声掛けが!! 一気に会場は盛り上がり、
アンコールをレスポンスする在籍メンバー! 予定にはなかったアンコールのスタート！曲は、さっきと同じ『学園天国』。
思いもよらぬ盛り上がりに客席にいた在籍メンバー、職員だけでなく踊った事のない新人メンバーまでが、その雰囲気に誘
われたかのように踊りだし、気が付くと来賓で来てくれていたウィリッシュのメンバー、職員も一緒に踊ってくれ、他の来
賓の方も、見守る暖かい笑顔から、手拍
「元気一杯♪笑顔のミュージカル」
子をし、身体を揺らしながら一緒に楽し
んでくださっていました。ダンスが終わ
ると、誰に贈る訳なく皆での拍手がまき
おこりました。それは、それは笑顔の多
いダンスになりました。元気さ! 明る
さ! そこに居る人すべてを明るく和ま
せる、小さな事など気にしない!これぞ
『うぃず守口・滝井!!』という入社式に
なりました。
文責

津崎

朋子

♥新入社員！元気にジャンプ♥
桜の園にとって初めての入社式を3月30日㈭に行いました。
3名の方が学校を卒業されて桜の園を利用されます。
新入社員の3名はもとより先輩たちも初めてのことで緊張した様子の方もいまし
たが、この日のために練習をした輪唱 カエルの歌 を大きな声で、先輩として頑
張ったぞという感じもありながら自信を持って歌いました。
入社式の準備では、各クラスからの代表メンバーが、入退場や辞令書を渡すとき
に流す曲は「どんな曲がいいかなぁ！」と決めたり、先輩が辞令書を渡そうと相談
したりしました。
桜の園らしい手作り感あふれる楽しい入社式になったのではないかと思います。
文責
原田 貴司
←全
体
写

14回目となる今年はウィリッシュ・ほっとコミュ二ティうぃ
る合わせて５名のメンバーさんが入社されました。
管理者から辞令書を交付された後、先輩メンバーさんから歓迎
の言葉をいただきました。新人メンバーさん！これからよろし
くお願いします！
（文責 尾中）

真

→受
付

→辞令書交付
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幼保連携型認定こども園聖愛園
32名のゆりさん（5歳児）が聖愛園を卒園しました！
小学校に行っても友だちをたくさん作って楽しい思い出いっぱい作ってね！
卒園おめでとうございます！

幼保連携型認定こども園北丘聖愛園
元気いっぱいのきりんぐみ（５歳児）さんが、北丘聖愛園を
卒園しました！
小学校に行ってもたくさんの思い出をつくってほしいです。
卒園おめでとうございます！

保育所豊新聖愛園
10名のゆりさんが豊新聖愛園を巣立ちました。小学校に
行ってたくさんのお友だちをつくってね。

つ く し
13名の3年生たちが元気に卒室しました！高学
年になってさらに楽しいことが沢山経験できると
いいね☆

杉 の 子
8名の6年生が卒室しました。中学生になり、新
しい世界で大きく羽ばたいてほしいと思います☆

3/11（土）2016年度ポプラ卒室式を行いました。今年度は、長年ポプラに通っていた6名のメンバーさんが卒室しました。卒室式に
向けて、みんなで飾りの輪っかやお花紙で花をつくり、式当日は、門出に相応
しい華やかな会場ができあがりました。
式では、卒室生が一人一人言葉を言いました。「4月から、お仕事がんばり
ます。」「○○に（就職先の事業所）行きます。」と頼もしく言ってくれた
人、絵を描くことが好きなメンバーさんは、その場で絵を描いてみせてくれま
した。卒室パーティーでの、思いでスライドショーでは、6年前の幼いメン
バーさんの様子や、行事の真剣な表情、頑張って走ったマラソン大会の写真等
を見て、みんなから「大きくなったな〜。」という声や歓声があがり、和やか
な時間を過ごすことができました。
最後は、みんなで花道・アーチをつくり、卒室生を盛大に見送りしました。
文責：北野

美絵
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〜夜桜見に行ったよ♪〜
おうち保育のこどもたちは、0歳から12歳までです。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。
くじらさん (小学生)とゆりさん(5歳児)で夜桜を見に行きました！桜並木では、おやつを食べて、その後園庭で給食室特製の夕食弁当をみ
んなで食べました！
年長にあたるくじらさん(小学生)とゆりさん(5歳児)の今年度初交流♪みんなとってもいい顔で楽しんでいましたよ☆くじらさ〜ん(小学
生)ゆりさ〜ん(5歳児)！今年度もおうち保育のこと頼むで〜♪
文責：岡本 智寛

夜桜の下で集合写真♪

花より団子(お菓子)♪

園庭で夕食弁当タイム♪

幼保連携型認定こども園聖愛園の一時保育では満１歳からプチプレ幼児教室、満１歳半からプチ幼児教室を行なっています。一日の生活
リズムを大切にし、朝みんなで「おはよう」をして活動で製作やリトミックをしたり、お天気のいい日にはお散歩や外遊びを楽しんでいま
す。給食の時お家では嫌いで食べないものでも、お友だちが食べている姿に刺激され頑張って食べていますよ。時にはおもちゃの取り合い
になったりしますが、大人が間に入って「かしてほしかったね」「今使ってたもんね」「あとでかしてくれる？」などお友だちの気持ちを
言葉にして伝えています。一日の活動が終わり降園の時には「今日は楽しかったね」と一日を振り返っています。集団生活を経験させたい
方・就労やリフレッシュしたい時等利用をお考えの時は相談して下さいね。

文責：浜口
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つくしクラブとは、大阪市の留守家庭児童対策事業補助金により運営されている学童児の保育機関です。
聖愛園と同じ建物の中に併設されておりつくしクラブ（小学１〜3年生）46名、杉の子クラブ（4年生〜6年生）19名が在籍しています。
ここでは、様々な活動や行事を通して、起きた出来事一つ一つを子どもたちの成長の機会として大切に扱っていきます。夏のキャンプ、
冬の思い出旅行を始め、楽しいイベントが盛りだくさんです♪
文責 福井

ᣂᐕ↢ߦߒߊߟޔᏲߩ
⿅๒ᑼࠍⴕ߹ߒߚۭ
ߺࠎߥ߇ㅢ߁ዊቇᩞࠍ
ߦޔዊቇᩞᎼࠅڏ
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★０歳児クラス★
今年度も聖愛園に可愛いお友だちが仲間入りしましたよ♪
これからの人間関係を築いていく上での大事な土台を作っていく０歳児クラスでは、育児担当制の保育を行なっています☆育児担当制の保
育のもと、大人の愛情をいっぱい感じて、安心できた子ども達はどんどん周りのお友だちに目が向いていきますよ。この１年、お友だちと
一緒に過ごしていく中でお友だちっていいな、楽しいなと感じられる子に育ってほしいなと思っています♪そして、保護者の方も子育て仲
間をどんどん増やして、悩みを共有したり、リフレッシュしながら笑顔で子育てをしていってもらえたらと思います☆ 文責：向濱 知里
ぴよぴよ広場★初めましての顔合わせ

何して遊んでるのかなぁ！？
お互いに興味津々♡♡

みんなで遊ぶと楽しいね♡

＜青空の下の桜＞
北丘聖愛園の広い園庭にある桜の木は、毎年進級・入園の頃に満開になります。まるで、子ども達をお祝いしているようです。子ども
達も「きれい」と桜を見上げて笑顔があふれています。（文責 杉園）

＜夜桜を楽しむ会（夕軽食）＞
桜の木の下で夕軽食を食べながら、桜を楽しみました。外で食べ
る事がうれしく、きれいな桜を見ながらいつもと違う事にとても喜
んでいました。ライトアップされた桜は昼真と違いとても情緒があ
りきれいで、お迎えに来た保護者や友だちから声を掛けられながら
のお花見でした。（文責

佐々木）

よく遊び、よく食べよう！〜食育って楽しい〜
豊新では給食室の大人が子どもたちと一緒にたくさんの食育活動をしています。１・２歳児さんでは保育の取り組みや発表会（パン屋さ
んごっこ）と連動した取り組み（とうもろこし栽培、バターやマヨネーズ作りを経ての発表会やったぞパーティーでのコーンマヨパン作
り）や、３・４・５歳児さんでは大豆から植えて枝豆を育て、さらに大豆まで育て上げ、その大豆を使って豆腐や味噌を作りみんなで鍋
パーティーをしました。３・４・５歳児さんクラスには３色の食品群ボードを作成し、給食に出てくる食材を毎日張り替えています。
また、０歳児〜学童までの全員で役割を持って力を合わせて作る『運動会やったぞカレー大作戦』や、お箸とスプーンフォークの使い方
向上を目的とした豆運び選手権大会（１・２歳児はラムネ運
び）もしています。自分達の身近にあるものや、自分達で育
てた野菜を食育活動に取り入れたり、１年を通して繋がりの
ある活動にすることで子どもたちに分かりやすく楽しんでも
らえるようにしています。食育活動を通して子どもたちの食
の知識と経験をたくさん増やしてもらって好きになってもら
えたらいいなと思います。
文責：釜屋

里菜
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桜

6月14日㈬ 移動動物園
6月30日㈮・7月1日㈯ たてわりサマーキャンプ
7月22日㈯ 納涼会

七夕
（あすなろ）
夕涼み会

2歳児親子遠足
すずらんお茶会（地子セ）
敬老の日の集い
おうち親子でお月見会（あすなろ）

東淡路子ども館
6月17日㈯ つくしミニバザー
6月24日㈯ つくしデイキャンプ（箕面教学の森）
7月8日㈯
つくし摂津峡川遊び
7月27日㈭〜29日㈯ つくしサマーキャンプ（今子浦）
8月3日㈭〜5日㈯ 杉の子サマーキャンプ（予定）

豊新聖愛園
びわチャレ
6月23日㈮
7月14日㈮
7月7日㈮
7月22日㈯

の

園

6月12日㈪〜7月14日㈮
花交流
（守口市内の幼稚園・小学校との植え付け交流）
7月20日㈭
7月28日㈮

地域交流の夕べ
（桜の園にて夏まつり）
プール活動
（八雲小にて）

パン工房 大阪府庁アンテナショップ販売予定日
（毎月第1・3・5火よう日）
5月2日㈫ 5月16日㈫ 5月30日㈫
6月6日㈫ 6月20日㈫
7月4日㈫ 7月18日㈫
8月1日㈫ 8月15日㈫ 8月29日㈫
9月5日㈫ 9月19日㈫

9月15日㈮ 敬老の日の集い

8月5日㈯
地域まつり
8月18日㈮ おうち花火大会（あすなろ）
8月26日㈯ おまつりごっこ（地子セ）
9月8日㈮
9月15日㈮
9月15日㈮
9月22日㈮

交

北 丘 聖 愛 園

6月2日㈮〜3日㈯ 園内一泊保育
6月14日㈬ すずらんお茶会（地子セ）
6月30日㈮〜7月1日㈯ 5歳児能勢園外一泊保育
7月7日㈮
7月8日㈯

路

北丘聖愛園保護者向け販売16時から
5月12日㈮ 7月14日㈮ 9月8日㈮

6月30日㈮
7月21日㈮
七夕集会
豊新夏祭り

わ

か

く

さ

8月2日㈬〜3日㈭
5歳児、つくしクラブびわこ一泊保育

○さくらんぼ
6月17日㈯
どきどき！わくわく！ハッピーサタデー『ミュージックケア』、茶話会
9月16日㈯
ホップ・ステップ・さくらんぼ with ポプラ(わかくさまつり)

9月8日㈮
敬老の日の集い
9月16日㈯ おひさまぐみ・そらぐみやんちゃっこ広場
9月30日㈯ うんどう会道具作り

○ポプラ
6月日にち未定 淀川河川敷でクッキング
8月19.20日(㊏㊐) キャンプ
9月16日㈯ ホップ・ステップ・さくらんぼ with ポプラ(わかくさまつり)

★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。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。

２０１０年度
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メニューのポイントもしっかりアピール！！ほしさん（２歳児）〜学童さんでおこないました！
＊メニュー紹介＊
洋風ずし
路交館ならではのメニュー！！和食と洋食のコラボレーションにより生まれたオ
リジナルお寿司！！ポイントはサイコロ型のチーズです☆
ねばねばあえ
オクラと長いもをなっとうで和えてもよし！なめたけで和えてもおいしい！
簡単でネバネバ好きにはたまらない一品です。
ラーメン
めん類の中の王様！！子どもから大人までみんな大好きなラー
メン！！やさいたっぷりでおいしいよ〜♪

☆☆☆総選挙の結果☆☆☆
１位 ラーメン
30票
２位 ねばねばあえ 18票
３位 洋風ずし
17票
となりました〜♪

聖愛園・北丘聖愛園
・豊新聖愛園を
卒園したみなさん
小学校の卒業・
中学校の入学おめ
でとうございます。

材料①

ラーメン（１人分）

材料②

中華めん……………
豚もも肉……………
しょうが……………
玉ねぎ………………

１玉
15g
0.3g
10g

にんじん…………… 10g
キャベツ…………… 25g
もやし……………… 10g
かまぼこ……………… 5g

青ネギ………………
ゆで卵………………
焼き豚………………
塩こしょう…………

0.5g
10g
1.5g
少々

桜の園

パン工房より

お知らせ

その１

ご報告

＆

お知らせ

大阪府庁 別館
こさえたんアンテナショップ への出店が決ま
りました！
第1 第3 第5 火曜日の11時30分〜13時30分です。お近
くに来られた時は、ぜひぜひお立ち寄りください！

湯………………… 100㏄ 塩……………………… 2g しょうゆ…………… 20㏄
中華あじ……………… 4g 酒…………………… 10㏄

1. 豚肉は一口大、玉ねぎ、にんじん、かまぼこ、キャベツはたんざく切り、もやしは
ざく切り、青ネギは小口切り、しょうがはすりおろす。
2. 材料を、青ネギ以外、すべて痛めて火が通ったら塩こしょうで下味をつけておく。
ザルに切って水気
（スープ）
と具に分ける。
3. スープの材料を入れて沸騰したら②のスープを入れて味見をし、塩または中華あじ
等で整える。
4. めんをゆで、具とスープ、青ネギを入れて出来上がり。

お知らせ

その２

6月1日より、桜の園 パン工房にて、いよいよ地域へ向けての
パンの販売を開始予定！
文責 森田 武司

編集後記
今年は、桜の開花が例年より遅くお花見も長く楽しめたのでないでしょうか？そんな春も一気に過ぎ去
り夏が迫ってきています。今年度もあいどるを通して、路交館にお様々な話題をお届けしていきますね、
お楽しみに♪
編集担当 あいどる委員 福井・市田
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