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社会福祉法人

今年度から理事長になった稲葉隆です。前号から前理事長
の枝本信一郎に代わって、あいどるの巻頭文章を担当してい
ます。私は何度か転職をし、ご縁があって路交館で働くこと
となりましたが、そこで学んだことや感じたことについてお
話ししたいと思います。よろしくおねがいします。
私のこれまでの経歴ですが、20 代は大手パン工場の資材管
理部門に勤務していました。
そこで物流に興味を持ち、30 代で輸出と輸入を行う物流業
界に転職。大阪と神戸で物流の仕事につきました。
パンの製造と物流を経験して、それぞれの業界の仕組みと、
それに関わる消費者・会社・地域すべてが利益を得るような
仕組みでないといけないということを学ばせてもらいました。
ただ、物流の仕事はとても忙しかったので、体調を崩し、
30 代後半でその会社を辞めることになってしまいました。そ
の時に前理事長である枝本先生にお声がけをいただき、これ
も何かのご縁と、路交館で働くこととなりました。
パンの製造と物流、どちらの業界も楽しかったのですが、
昔は手で行っていた作業が、機械や IT によってだんだんと効
率化されていくことは共通していました。作業にかける手間
が減るにつれて、出来上がった物やサービスに対するありが
たみがなくなっていく感覚と、仕事が機械に置き換わり、現
場から人が不要になっていくことによる不安をどこかで感じ
ていました。
昔は、物をつくるのはそれがなんであれ大変な作業でした
が、今は、技術の発達で、大量かつ簡単に物がつくれるよう
になりました。
製造業と物流の進化と発展は、大量生産と均一化されたサー
ビスの提供を可能にしましたが、同時に、つくり手の気持ち
や苦労が、消費者からは見えなくなってしまったように感じ
ます。
また、つくり手の側でも、物づくりの苦労が減り、肉体的
な感覚がなくなったことで、自分たちが生み出し、送り出す
物への愛着が減ってしまいました。見えない人と人のつなが
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りが忘れられ、物づくりに対するありがたみが薄れてしまっ
たと感じます。
今の世の中は SNS などインターネットを通じての人のつな
がりは増えましたが、現実での人と人とのつながりが希薄に
なったといわれています。その希薄になった要因の一つには、
このありがたみをなくしてしまったことがあるのではと思い
ます。
自分の生活は確かに、顔も知らない誰かの仕事によって支
えられています。
でもそんなことを気にせずに、生きていくことはできます
し、別にありがたみなんて感じなくてもいいではないか、他
人に感謝の気持ちを持つ必要なんてない。そのように考える
人もいるかと思います。
しかし我々の生活はたくさんの人のつながり、関係性で成
り立っています。我々はお互いに生かし生かされる関係であ
り、互いに依存しあう関係です。
かつてダライ・ラマ１４世は、
「我々は互いに複雑に、深く
依存しあっている。地球に生きている皆が、この相互依存の
リアリティを本当に感じて、理解することが必要だ」と語り、
そしてそれを感じることができたなら、
「宗教がなくとも世の
中は平和になるだろう」というところまで人と人との関係性
を意識し、理解することの大切さを語りました。
路交館の原点は保育所ですが、そこに関わる方々の想いを
大切にしてきたことで、組織も大きくなりました。大阪市内
だけでなく拠点もあちこちに散らばっています。
時間、場所、立場、それぞれが違う中で一人一人がそれぞ
れに思いを抱え、生きあい支えあっています。
路交館に就職し、関係性の中で、共同体をつくり、互いへ
の信頼感を育み、違いを認めあって、共に力を合せる事を大
切にすることを学びました。
路交館の理念を大切にし、障がいを持つ人も持たぬ人も、
誰もが生きやすい世の中を目指して、人と人とのつながりを
大切にしていきたいと思っています。
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桜の園

プ ー ル 活 動 の 後︑ み ん な で オ リ ジ
ナルパフェ作りに挑戦
冷たくて甘くて嬉しい〜！

６歳児びわ湖一泊保育
びわ湖気持ちいいー ！

豊新聖愛園

!!
○○○○○○○○○

北丘聖愛園

掲載の写真はアンケートに基づき掲載しています。

すいかおいしい〜

夏みつけました

屋上でとうもろこしを栽培中♪
はやく︑おおきくな〜れ♪
毎日の水やりが子どもたちの日課
です☆

聖愛園
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９月１日㈯聖愛園 5 歳児さんと保護者の方で親子遠足に行きました。行先は堺市にあるハーベストの丘♪♪楽しみにし
ていた子どもたち☆しかし、当日はあいにくの雨模様…。お天気になるように祈りながらバスに乗り出発！！ハーベストに
着くと雨も少しおさまり、子どもたちは元気いっぱい★まずは、万華鏡つくりに挑戦！！親子で相談しながらかわいい絵を
描いて、出来上がった万華鏡を嬉しそうに覗きこんでいました。
動物とのふれあい広場では、恐る恐るえさをあげている子もいましたよ。そして、「馬に乗りたい」とポニーに乗る子もい
ました。いつもとはちょっと違う
体験に嬉しそうな笑顔がいっぱ
いでした。帰りのバスの中でも
子どもたちのパワーは切れるこ
となく元気いっぱいでした。親
子でのふれあいや他の保護者と
の交流として楽しい時間がすご
せました。卒園まであと半年と
なりましたがこれからも楽しい
思い出をたくさんつくりたいと
思います。
文責：根木原 美香

あすなろのおうち保育では、0 歳〜小学生の子どもたちが一緒に夕食前後の時間を過ごしています。小さい子たちは大き
い子たちのあそびなどを見てまねっこしたり、大きい子は小さい子を自分たちの弟妹のようにかわいく思っています。8 月は、
おうち保育で夜店の屋台のように夕食を屋台メニューにして、小学生がお店屋さんをしてくれました。子どもたちはチケッ
トを持って夜店のように
夕食を買って楽しみま
した。最後にはデザー
トに小学生がかき氷屋
さんをしてくれました。
文責：河野

へキャンプをしてきました。夏のキャンプはつくしの行事の中でも特に大きな行事の
一つです。4 月からグループの友達と日々過ごし、活動をしていくなかで関係を作り
つくしの仲間となら行ける
3 年生が

と思えるように、そしてつくしを引っ張る存在である

3 年生同士で力を合わせて、キャンプをする

海遊び

と意気込みを見せてくれる

中でのキャンプでした。カレー作り、肝試し、
海遊び、キャンプファイヤー、花火などなど、

飯ごうでカレー作り

7 月 26 日㈭〜 28 日㈯の 2 泊 3 日で、兵庫県にある今子浦ファミリーキャンプ場

裕樹

楽しいこと盛りだくさんの 3 日間でした。3
年生はもちろん、1，2 年生も自分たちで出来ることをしながら、協力していました。
やる時はやるし、遊ぶ時も本気で遊ぶ子どもたち。キャンプから帰ってきた時の子ど
もたちの表情はとても良かったです☆
文責：福井

優子
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北丘聖愛園での体育遊びプロジェクトではうんどう会の企画運営を始め、一年間を通して身体育ての活動を発信していま
す。今年のテーマとして、からだとからだが触れ合う ふれあい遊び を導入し、現在は 15 時の午睡起きに曲（なべなべそ
こぬけ、うさぎとかめ、きゅうりもみ）を流して、活動しています。クラスごとに午睡の起きの時間が違うため、０歳児ク
ラスでは曲が流れると起きる子が多く、目覚めの曲なっています。また３・４・５歳児異年齢クラスでは起きている子が多く、
曲が流れると初めは友だちと手をつないで、少しぎこちない なべなべそこぬけ でしたが、繰り返していくうちにとても
上手になっていた子ども達。「いっしょにしよう」と息も合い自分から友だちを誘って関わる姿が昼寝起きやそれ以外の交流
時間でも見られています。
このふれあい遊びを通して心と体もほぐ
れ、相手との気持ちを共有して遊ぶきっか
けになっていってほしいと思っています。
文責：安瀬 剛

１・２歳児 たてわりクラス そらぐみでは、野菜の形や色、中はどうなっているのかな？などいろんな角度から野菜に
興味をもってもらおうと給食室と連携を取ながら、食育活動を行っています。今年は野菜の中でも形に特徴のでる、オクラ
の栽培をしています。子どもたちは、毎日おくらの成長を楽しみに水やりを行い、オクラが収穫できると必ず「給食室に持っ
ていこう！」と声をあげています。それだけ子どもたちにとって給食室が身近な存在になっているのだと感じています。
収穫したオクラは、納豆にまぜたり、おかか和えなどに調理してもらい、みんなでおいしく食べています☆収穫した野菜を
食べるだけでなく、給食室で少し切っ
てもらい、形の観察をしたあと、オ
クラスタンプなどの活動も取り入れ
ています。子どもたちは、オクラの
形をみて、「キラキラ〜！！」と声
をあげて楽しんでいました♪♪
屋上にある畑といつもみんなの食
を支え、見守ってくれる給食室の栄養
士さんたちが身近に関わってくれるの
は、豊新の良さだなと感じました。
文責：中村 友梨耶

この夏、うぃず守口・滝井では色々な夏祭りに出店し
ました。
地域の商店街のお祭りに出店したり路交館の事業所や
保育園のお祭りのお手伝いにでかけたりと大忙し ( 笑 )
「たくさん売れるかなぁ？」「○○さんは遊びにきてくれ
るかなぁ？」と前日まではドキドキワクワク。でも当日
はしっかり店番をして商品もたくさん売れて「よかった
なあ !! 楽しかった〜 !!」と大満足
でもでも、夏まつりといえば…やっぱり自由時間 !! か
き氷にからあげにやきそば。ポテトにジュース。た〜っ
ぷり楽しみました ( 笑 )
文責：阿部

良規
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7 月 20 日に第 28 回夏の地域交流の夕べが行われました。今年の夏は３５度を超える真夏日が続きましたが、当日夕方に
は風も吹いて暑さもやわらぎ、屋外のミニステージでは八雲小学校学童のびのびさんにけん玉と手話を、大庭会さんには三
味線と民謡を披露していただきました。さらに今年はバルーンアーティストのゆっきーさんによるバルーンショーがおこな
われ、桜の園メンバーが舞台に上がってお手伝いをする場面もありました。どのステージも盛り上がりみなさん楽しまれて
いました。
今年は地域の子ども達が遊びに来てくれるようにと、事前にメンバーが八雲小学校の前でチラシを配ったり、当てものやス
マートボールなど子どもさんが楽しめる出し物を増やしメンバーも店番を担当しました。当日はたくさん地域の子ども達が
来てくださりにぎやかになりました。メンバーもステージを楽しんだり、出し物をまわったり、店番もがんばってと思い思
いにすごされ、地域の方々と一緒に楽しい夏のひと時を過ごすことができました。
文責：与村 みき

児童発達支援センターわかくさには就学前の子どもが過ご
すさくらんぼルームと、障がいのある中高生の放課後ディ
サービスのポプラがあります。活動の中で畑やプランター
で野菜を育てたり、白菜ちぎりやトウモロコシの皮むきな
どの食育活動に取り組んでいます。
台風一過の8月24日㈮に、食育活動の一環として、子ども
達とスイカ割りをしました。さくらんぼの子ども達は２人
１組で。ポプラの子ども達は一人ずつ順番にスイカを叩く
のですが、思ったよりも皮が固くてなかなか割れません。
ポプラの子ども達の力で何とかヒビは入ったのですが、
もう少し…。最後は職員も参加。パカーンと２つに割れ、
赤い実が顔を出した瞬間「わ〜！」「われた〜」「すごー
い！！」と歓声が上がりました。みんなで割ったスイカ
は、給食室でカットしてもらい、３時のおやつにおいしく
いただきました( ^ω^ )ﾆｺﾆｺ
文責：柏木 和美

9月13日〜
14日の一泊二
日で奈良県の
川上村へ行っ
てきました♪
1日目はスイ
カ割り！何と
か天気ももち
こたえてくれ
ました。今回
の旅行の目玉は夕食後の『宴
会』です！宴会の出し物には各
チームで取り組み、練習の成果
を存分に発揮してくれ大盛り上
がりでしたよ♪2日目にはバーベ
キューと盛りだくさんな２日間で、メンバーさんが楽しそ
うな表情をされていたのが印象的でした♪

ほっとコ
ミュニティ
うぃる・一
泊旅行で和
歌山白浜方
面へいって
まいりまし
た！
9/14.15
と 旅 行 に
行ってきま
した。各班ごとでアドベンチャーワールドの行程を話し
合って決めたり、宴会ではやってみたいことをメンバーさ
ん同士誘ってやる事を決めたりしていました。旅行の日は
曇りや晴れ間もあり、メンバーさん達もいつもないような
笑顔で和気あいあいと皆さん満喫されてお土産もいっぱい
でした。
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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 2,000 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、各施設の施設・設備整備、借入金の返済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。
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北 丘 聖 愛 園

わ か く さ

10月6日㈯ うんどう会
10月26日㈮ 園外保育 ３〜５歳児
（バス遠足）
５歳児１泊保育
10月20日㈯ 地域ふれあいＤＡＹ

うんどう会(聖愛園)
2〜5歳児秋の遠足(聖愛園)
すずらん親子ピクニック(地子セ)
おうちハロウィン
（あすなろ）

11月26日㈪ 子育て講座「クリスマスカード製作」(地子セ)
12月7日㈮
12月14日㈮
12月19日㈮
12月25日㈫

路

生活発表会
（聖愛園）
すずらんクリスマス会(地子セ)
クリスマス会
（聖愛園）
おうちクリスマス会
（あすなろ）

東淡路子ども館
10月21日㈰ 東淡路子ども館うんどう会

10月18日㈭

さくらんぼ プチ遠足

11月8日㈭
11月13日㈫

赤グループ保育参観
白グループ保育参観

桜

の

園

12月1日㈯ 生活発表会
12月18日㈫ 地域クリスマス会
12月21日㈮ クリスマス会

10月8日㈪

スポーツ大会

豊新聖愛園

11月4日㈰
11月12日㈪

守口市民祭り
花交流スタート(〜12月7日まで)

10月13日㈯
10月30日㈫

ふれあいうんどう会
子どもカーニバル

11月17日㈯

発表会道具作り

12月8日㈯
12月21日㈮

生活発表会
クリスマス会

パン工房
桜の園店頭販売 毎週水曜日 11時〜14時
守口市役所ふれあい広場
月に3日ほど 11時〜13時30分
イオン古川橋販売 月に4日ほど 11時〜14時
北丘聖愛園保護者様向け販売
11月9日㈮ 16時〜18時
お問い合わせ：06-6992-0697(担当 森田)

12月15日㈯ つくしフェスタ

あいどる恒例、すっかりおなじみになってきました「給食総選挙」!!
4園の給食室が選んだ「秋のおすすめメニュー」の中から、各園の子どもと大人に1番好きなメニューを選んで投票してもら
いました。みんな、真剣に「これがいい！」と選んでくれていました。

☆この３つのメニューで総選挙しました☆
鮭のコーンマヨ焼き

鮭の上にコーンマヨネーズソースをのせて、香ばしく焼きました。

パンプキンコロッケ

かぼちゃのほくほく感が楽しめ、ソースとも相性バッチリな一品！

あきあじごはん

秋の味覚の栗をたっぷり使った、旬を楽しめるメニューです。

淡路
＜子どもの順位＞

北丘
＜大人の順位＞

豊新

＜子どもの順位＞

＜大人の順位＞

＜子どもの順位＞

＜大人の順位＞

1位

鮭のコーンマヨ焼き 1位

パンプキンコロッケ 1位

パンプキンコロッケ 1位

パンプキンコロッケ 1位

パンプキンコロッケ 1位

パンプキンコロッケ

2位

パンプキンコロッケ 2位

鮭のコーンマヨ焼き 2位

鮭のコーンマヨ焼き 2位

鮭のコーンマヨ焼き 2位

鮭のコーンマヨ焼き 2位

鮭のコーンマヨ焼き

3位 あきあじごはん

3位 あきあじごはん

3位 あきあじごはん

3位 あきあじごはん

3位 あきあじごはん

3位 あきあじごはん

どの園でも、
「パンプキンコロッケ」が大人気という結果になりました！そんなパンプキンコロッケのレシピを紹介します。ぜひご家庭でも楽しんでくださいね☆

Ωϋί΅ϋυΛΉȪĵ૽ȫ
作り方
材料
合挽肉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・70g ①かぼちゃは半分皮をむいて一口大に切り、蒸して、熱いうちにつ
かぼちゃ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・300g ぶす。
じゃが芋・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・200g ②じゃが芋は皮をむいて一口大に切り、蒸して、熱いうちにつぶす。
玉葱・・・・・・・・・・・・・・・・・70g（小1/2） （ゆでても良い）
③玉葱と人参はみじん切りにする。
人参・・・・・・・・・・・・・・・・・40g（小1/5） ④油を熱し、玉葱がきつね色になるまでよく炒め、
塩・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・小さじ1/2 人参・合挽肉も一緒に炒める。
コショウ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・少々 ⑤④が炒まったら、塩・コショウをふり、下味をつける。
小麦粉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 適量 ⑥①②が冷めないうちに、混ぜ合わせ、⑤を混ぜる。
卵・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１コ ⑦荒熱が取れたら１個ずつに分けて、形成する。小麦粉・卵・パン粉
パン粉 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 適量 の順に衣をまんべんなくつける。
サラダ油・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 適量 ⑧高温の油（200℃）で揚げる。
（低温でゆっくり揚げると割れてしまいます。）

編集後記
今年の夏は本当に暑かったですね。暑さに負けないような楽しい内容をみなさんにお届けできたかと思
います。秋も、元気いっぱい過せますように！

編集担当
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