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光陽福祉会光陽福祉会ひかり
暑いですね。もう、最近はこの言葉が挨拶の始まりという感じですね。今年は節電とあちこちで

実施され、暑さによる熱中症対策を万全にしないと大変なことになってしまいますね。私自身、

体内に熱がこもりやすく毎年夏は１人だけ身体が熱く帰宅すると体温上昇で発熱している状況です。
今年はさらに気をつけないといけないと思っています。

会長の先月号の「父の声」に対抗して「母の声」を聞いてみましょう。私なんですけど…（笑）

光陽福祉会は一貫して保護者の方、職員に子ども達の５年後、１０年後を考えて一緒にやっていきま

しょう！！と伝えてきましたが、皆さんは見えていますか？考えていますか？

私は最近よく迷います。あと1年半で中学卒業の我が子に、何を選択すると本当の自立に向かって

いるのか？年齢が上がれば上がるほど出来ること、出来ないことが明確になっていき、もう修得するの

は無理？という気持ちにもなってきます。

まだ、たぶん学童の年齢だと「まだ頑張ろう まだ大丈夫」という気持ちを持って日々を過ごせていけ

るのかもしれませんが、中学卒業となると…かなり切羽詰まってきます。

焦りの中にいて落ち着かないまま過ぎていくより…まずは、今のありのままを受け止めていこう！！と

いう気持ちに変更しました。そして、古田統括やつぼみの職員に我が子をどう見ているか聞いてみま

した。

私が知らない我が子の姿や評価がそこにありました。「嬉しかった」「目から鱗」等たくさんの驚きと

共感がありました。

親として見失いそうになった時につぼみがありました。デイでの様子、移動支援での様子、我が子は

たくさんの顔を持っていました。たくさんの味方がいました。その事に気づいたら少し楽になりました。

会長と出会い、我が子はたくさんの事に挑戦することができ、古田統括、職員に大切に想ってもらい

ながら大好きなつぼみに通うことができている。その事に感謝しながらもう一度我が子と前を見る。

１つは小さな目標、もう１つは長い期間をかけて越えられる目標、越えることが難しいのであれば越え

てほしい目標を持ちたいと思っています。諦めや葛藤だけでは、前を向いてはいけない。

１つ受け止めて、そしてどうするか？人の声に耳を傾けて…

２つ受け止めて、そして自分はこう考える…

３つ受け止めて、そして共感と共通理解。

こうやって我が子を守り、我が子を人の力を借りながら育て、味方を作っていく。

最終目標は大きくっていい！！大きな目標に向かって１つずつ確実に進めて

いけばいい。

「母の声」は必ず我が子に届くはず。
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６月１０日から、未就学の部が、約１年３ヶ月ぶりに再開しました！！

始まったばかりの頃は、子どもにとって、新しい環境での、突然の母子分離という状況の中

で、戸惑いと不安を抱き、どの子も大泣きの状態でした。

そんな子ども達も少しずつ慣れてきてくれたのか、泣く時間も短くなり、今では笑顔が見ら

れるようになってきました。（７月半ば現在）

療育も少しずつ開始・・。その中のいくつかを紹介致します。

①七夕飾り・・・指先に絵の具をつけて、ペタ、ペタ、ギュッ、ギュッと、

お魚さんに模様（ウロコ）をつけていったよ。

絵の具の感触に慣れなかったり、指先の力が弱く、模様をしっかりとつけるこ

とは難しかったのですが、お魚さんに少しずつ模様がついていく様子に自然

と子ども達の指も動き出し、ペタペタ、チョンチョン。かわいいお魚さんたちが

できました。

中高生の子の作ってくれた七夕飾りや小学部・中高生の子の願いごとと

コ ラボして七夕飾りが完成☆

②夏の壁面作り（スイカ）・・・種なしスイカにスイカの種をつけていったよ。

七夕飾りの時のお魚さんのウロコ（模様）付けの時と同様に、指先を使って

絵の具をペタペタペタ。完成した後、「おいしそうだね。ちょっと一口。

いただきま～す。」との声かけに、思わず本気モードでパクリとかぶりついて

しまい、黒の絵の具でお口が真っ黒・・・あわててお口をゆすぐ・・・と言った

ハプニングもありました。（ごめんなさい）

③新聞プールで遊ぼう！！・・・新聞紙をちぎってプールの中へ。

新聞プールの中で泳いだ？？よ。

新聞紙をびりびり破ってプールの中へ。指でつまんで、手首を

ひねって紙を破るという動きが難しく、初めは左右に引っ張って、

ビリッと破る方法。そのうち、新聞を丸め始める子ども達。

お団子状態の新聞紙のかたまりも混じったプールが完成。

最終的に、プール自体を動かし、紙がフワッ となる様子を楽しん

でいました。

このようにスタートしたばかりの未就学の部。

子ども達が興味を抱いて楽しみながら療育に参加でき

るような設定を心がけ、一緒に楽しく療育を進めていき

たいと思います。よろしくお願いします。



毎週水曜日の小学部の取り組みは、身体バランスとハンドベル

です。「今日は音楽」と、楽しみに来所してくれる子ども達がいます。

身体バランスの一つのメニューが、歌詞も音楽も職員オリジナルの「つぼみ体操」。

ストレッチから始まって、子ども達は、最後にだんだん早くなっていく音楽にノリノリになって、グーパー

を繰り返します。作業において、うまく手を丸めることが難しかったり、指が反ってしまう子を見ていると、

グー・パーがしっかりできることはとても大切だと感じます。もう一つ気になるのが、腕をまっすぐに伸ば

せないこと。ひじが曲がり、中途半端な姿勢で踊りや体操をしています。「グー！」で胸元へ握った手を

引き寄せ、「パー！」の掛け声とともにまっすぐに手を突き出すことを繰り返しています。

そしてハンドベルでは、このところ、テーブルに並べたドレミファソラシドのベルを、一人で音階の順番

に演奏することを行なっています。一回ずつ鳴らし、となりへ移動していく （つぼみのハンドベルは、

持って鳴らすこともできますが、テーブルに伏せたままで、持ち手の末端を叩くと音が出るようになって

います）・・・順番を飛ばさずに移動することが最初の課題で、それが難しい場合は同じ音を鳴らし続け

るのもありなのですが、自分の好きな早さでベルを鳴らすのではなく、キーボードの生伴奏に合わせて

鳴らしていくという条件を作りました。初めと終わりには、聞いている皆の前で音楽に合わせておじぎを

するという決まりもできました。

この取り組みを行なってみると、聞こえてくる音をちゃんと聞いて合わせる子がいる一方、伴奏者がい

ることなど、どこ吹く風、自分の好きなように音階をたたいて一方的に終わり！という子も出てきました。

あるいは、はじめは調子よく合わせていたものの、急に自信がなくなるのか、途中で演奏をやめて逃げ

出してしまう子も・・・。

聞こえてくる伴奏を意識して、合わせる・・・この意識が持てるのは、周りを意識し、合わせられるかどう

かにつながる・・・そういう見方を持つと、なかなか奥深いのですが、音楽については感性的なものもあ

るかもしれない、自然に音楽に乗れる子もいれば、そうでない子もいるのだろうと思いながらも、何度も

同じ取り組みを続けました。すると、変わって来たのです。一回目、二回目と、伴奏を全く聞かずベルを

たたいていた子が、少しずつでも伴奏を聞いて合わせるようになってきたではないですか。そして、余

裕もできてきたのか、力任せにベルを叩きつけていた子も、やわらかく、手首を使って鳴らすことが出

来るようになってきました。毎回ハンドベルのたびに同じことを繰り返すのは進歩がないように思えたの

ですが、ひとつのことを継続することはとても大切なことでした。

そして今、次のステップとして一回たたくところを二回にしたり、拍子を変えて演奏することも行なって

います。すっかり上手になってきたこの頃。集団での活動がちょっと苦手なＫさんも、このときばかりは

さっと前へ出ます。説明がなくても前奏を聴けばどのパターンかわかり、職員が途中で伴奏を早くした

りゆっくりしたりしても、大丈夫。余裕で合わせてきます。見事な演奏に拍手喝采をあびました。次に出

てきたＹさんは、皆の方をしっかり見てお辞儀をし、美しい音色で演奏すると、得意そうに挨拶し、戻っ

ていきました。聞いている人を意識した、普段見せない姿でした。子ども達にとってはちょっとしたリサイ

タル気分。聴衆の前で緊張を持って演奏することがいい刺激になっているのでしょう。そして、自分の

番でないときは、人の演奏を集中して聴く・・・これも大切な勉強です。

伴奏する職員は、ベルを演奏する子どもとのアンサンブルを楽しんでいます。アンサンブルはどちら

かが一方的に自分のペースで進めて、成り立つものではありません。お互いが相手の音を聞き、働き

かけ、あるいは歩み寄っていくところに成り立つものだと思います。まずはうまく合ったときの楽しさを

子ども達が感じてくれることを願っています。今は職員が相手ですが、いつか子ども達同士で

お互いの音を聞き合える演奏を実現していきたいです。



中学部では、５月から「シール貼り」の取り組みを行っています。

一見、簡単に出来そうなシール貼りでも、円の中にきれいにシールを貼るために、

円・シール・手元をよく見る『注視力』、シールをはがし、台紙へ貼る時の『手や指先の

技術』最後まで取り組める『集中力』などが必要です。

中学部では、単色だけで貼っていくのではなく、何色か使用し、２色の場合、青色３

枚→赤色１枚→青色３枚・・・というように配色に規則性をつけています。

また、動物の絵柄の台紙では、パーツごとに色を替え想像力を養います。

取り組みの様子を見ていると、みんな意欲的に取り組んでいますが意欲的すぎて、

指示を待ちきれず、シール貼りをはじめてしまう子たちがいます。その子達には指示を

受けてから取り組むことを繰り返し伝えていき、待つ姿勢を自分で意識できるように取り

組んでいます。そしていつもは集中力の持続が難しい子も最後まで集中し１枚を仕上

げることができたり、少し不器用な子も手元、シールに注視して、誰よりもきれいに円の

中に納めることが出来ていたり、子ども達の違った面を発見します。

どの取り組みに対しても、人それぞれ得意、不得意があります。得意な取り組みは、

積極的に取り組め自信もつきます。しかし、不得意な取り組みは、消極的になってしま

い避けようとしてしまいます。不得意な事を得意になろうと言っても難しいことですが不

得意だからとあきらめるのではなく、その子が出来るところまで頑張って取り組んでもら

います。少しずつでも出来るところが増えるようにしていきたいと思います。個々の段階

をよく把握し、段階に合わせて、取り組みを行なっていきたいと思います。



高等部が、現在行なっている基本療育という科目は、教材を使い指先の技術習得をはかり、

集中力を高めることを目的としています。内容は、裁縫・分類・基礎と大きく３つに分けていま

す。

裁縫は、基本の針に糸を通し、玉結び、波縫い、玉留めから始め、ボタン付けも練習しまし

た。今は巾着袋の紐通しを行なっています。これは、ウェストのゴムの入れ替えをするための

前段階として行なっており、日常生活に役立つ取り組み内容を考えています。

分類では、色、形、大きさ、長さなど、どこがどう違うのかを判別する判断力と、違いを判別

する速さを教材を使って養い、就労に必要な能率性・効率性を念頭に置き行なっています。

基礎では、主に竹串を利用し、指先の操作性、集中力を高めています。

小学部・中学部が目標としているだけあって、高等部は取り組みに向かう姿勢が素晴らしい。

落ち着いて指示を聞き、指示された方法でさしていきます。言葉での指示を正確に聞き、理

解した上でないとできません。間隔をいくつ空けてさすのか、色の順はどうか、瞬時に的確に

聞き、指先も丁寧かつ、器用に動かします。驚くのが、記憶力。８色を順に一度言っただけで

暗記し、繰り返してさせる子もいます。こちらが脱帽です。

また、集団で行なう事で、競争意識も生まれ、お互い刺激し合って良い影響を及ぼしていま

す。時間を計って行なうので「前より早くなりたい」という気持ちも生まれ、向上心に繋がって

います。

竹串さしの集中力はとにかく「すごい！！」の一言。

この集中力を持続し、指先の操作性も向上させ、就労に向けて一つ一つ役立てていきたい

と思います。



暑い夏が・・・・・まだ続いていますが、暑さに負けずに頑張っていますか？

バタバタと忙しかったプール、初めは「うわぁ～プールかぁ」と始まりましたが、「先生、トンネ

ルやって～」と足の間をもぐって通り抜ける子、「見て、見て～」とやっと顔がつけられる様に

なった子「どうだ！追いかけてみろ！」と言うような顔をしてイルカの様に泳ぐ子と共にプー

ルに入っているうちに、いつの間にか、首までドップリつかり楽しんでいる自分がいました。

１学期末には、体が小麦色に焼けた子ども達。私も負けずにまっ黒になりました。

夏休みが明ける頃には、また一段と黒くなっているのかなぁ～？ よ～し、２学期も元気いっ

ぱいであろう子ども達に負けない様、夏休み中は水分いっぱいとって充電するぞ～！！

本格的な夏がやってきました。

強い日差しの中、自転車の時間は正直キツイです。

先日、ペダルを回し乗っている我が子を見て涙する親御さんの姿を

目の前にし、私達も嬉しくて思わず涙が出てきました。自転車を

開始した時点から、今日に至るまでの経緯を振り返り感極まり・・

諦めず、根気良く継続することで“やればできる”私達にも教えて

くれたように思います。

普段の生活の中で忘れていたことを子ども達からたくさん学ぶこと

がたくさんあります。

子ども達の状況も様々です。事故なくつぼみに戻ってこれれば

「ほっ」とします。少しずつ何かひとつでもクリアできるよう支えて

いきたいと思います。

熱中症対策・体調管理・子どもの様子にはお互いに気をつけていきましょう。



働くすがた
～継続雇用に向けて～

７月から始まったＴＧＷの勤務日程の変更。木・金がお休みになり、土・日が勤務となりました。

彼らと言うと、ジョブが思った以上に毎日を乗り越えてくれています。曜日ボケ状態なのは、ジョ

ブの方かも・・・（笑）彼らの１年の成長の力を感じさせてくれる毎日。今まで仕事の様子は、ひか

りやブログでも発信していました。実は彼らの勤務時間は午前９時～午後１７時３０分までには、

仕事以外にも様々な姿があるのです。

朝の姿

彼らは出勤してから、８時４５分の朝礼までの間を自由に過ごします。

それぞれがこれから始まる仕事に向けての気持ちづくりの時間となっています。

一日の目標を書くことが毎日の日課。この真剣な表情。前日の作業の振り返り

が、その日の目標となる・・・彼ら自身の仕事に対する思いの強さなのです。

仕事の姿

彼らの仕事の流れは大きく変わっています。

作業台にあるガスケットを切ることだけから始まった仕事。

今は自分たちで前日にガスケットの準備・

確認を行うことからスタートします。

「次○○○をください！」

「□□□が製品になりました！」仕事中の

彼らの言葉です。ひかりでは音が伝えきれないのが残念で

すね（笑）。自分の作った製品のマグネットを終わった印の

赤に変える瞬間、きりっとしてやりきった表情。

これも１年間の彼らが頑張った努力の力があったからこそ

ですよね。

帰りの姿

一日の最後には、連絡ノートを取りに行きます。こぼれそうな笑顔で あっ

たり、今日の悔しさから声が小さかったり、 汗で顔が光るほどの真剣さを感じ

たり・・・彼らの明日につながるとても大切なタッチの瞬間です。これで彼らの

一日の仕事は終わります。



＜ホメオパシーを試してみませんか？＞

現在中２の我が子がホメオパシーを始めたのは年中の終わり。多動、偏食、こだわりも強い上に

喘息もあり、とても手の掛かる大変な子、でした。何か少しでも良くなればと思い始めた自然療法がホメオパシー。

好転反応を繰り返し、問題も少しずつ改善し今ではすっかり体も丈夫に。親として何より嬉しいのは、子供を

可愛いと思えるようになったこと。毎日機嫌よく登校し、つぼみへも楽しく通い、家ではたくさんお手伝いをして

くれます。早めに始めたお子さんの中にはグーンと成長し、健常児になったケースもありますが、そうでない場合

でも育てにくさが和らぐことで、親も子も楽になる場合が多いです。興味のある方はどうぞHPを覗いてみて下さい

ね。又は中学部の古田までお気軽にお尋ね下さい。

http://www.ccn4.aitai.ne.jp/̃mimoza/coramu.html (ホメオパシー ミモザ館 で検索可)

※ もちろんお母さんの気になる症状もご相談下さい。

問い合わせ先：日本ホメオパシーセンター岐阜日野 岐阜市日野西2-3-22

TEL 248-8640 (非通知設定の方は186を頭に付けて下さい)

夏季日課中の利用時間は下記の通りです。

未就学の部・・９時半～１３時

小学部・中学部・高等部の部・・１０時～１５時

（児童デイサービス・特別日課）
☆小学生・中学部・高等部 共通行事☆

８月 ２日（火） 調理実習・五感刺激 （昼食作り・・冷やしうどん）

３日（水） 制作活動 （夏の宝物作り）

９日（火） 調理実習・五感刺激 （昼食作り・・ランチプレート）

１０日（水） 制作活動 （夏の宝物作り）

１１日（木） 社会体験・外食訓練 （マナー教育・・ランチバイキング）

１６日（火） 表現訓練 （スタンプラリー）

１７日（水） 調理実習・五感刺激 （感覚統合・・ピザ作り）

１８日（木） 社会体験・外出訓練 （道の駅 織部の里もとす そば打ち他）

１９日（金） 社会体験・外食訓練 （マナー教育・・ランチバイキング）

２３日（火） 調理実習・五感刺激 （昼食作り・・流しそうめん）

２４日（水） 制作活動 （夏の宝物作り）

２９日（月） 社会体験 （乗車訓練＆マナー教育・・大垣駅へ）

３０日（火） 調理実習・五感刺激 （昼食作り・・お稲荷＆サラダ巻き）

３１日（水） お楽しみ会 （つぼみ縁日）

※この他にも、小学部・中高等部それぞれの特別日課があります。活動予定表を

ご覧下さい。

（愛西市特別支援教育支援員）
８月 １日（月）・２２日（月） 出行日 佐屋西小学校・草平小学校・立田小学校

８月 １日（月）・１９日（月） 出行日 勝幡小学校

８月 ４日（木）・２１日（日） 出行日 立田北部小学校

８月２３日（火） 出行日 八輪小学校

（移動支援）

８月２０日（土） プール指導（大阪障害者スポーツ指導者 講師中野先生）
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先日、雑貨店に行きました。『ひんやりグッズコーナー」が設置されてあり、アイデアグッズの品々の多さに驚きま
した。見ていてもたのしかったですよ。皆さんも熱中症対策を万全にし、気をつけてこの猛暑を乗り越えましょう！！

編集後記

（サポートセンターつぼみ）
今月の「つぼみ茶屋」は、お休みです。代わりに、「つぼみカフェ」がオープンです。

開催日・・８月５日（金）・２２日（月） １４時２０分～

お客様を募集します。多くの方のご参加をお待ちしております。


