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第１９号 

新年度がはじまり、はやくも 2月ヶ月が過ぎました。今年は春がとても短かったと感じ

ておりますが、皆さま如何お過ごしでしょうか。 

なないろの会では、新年度の気持ちの浮き立つ忙しいさに加え、4月からの急な法改正に

振り回され、例年以上に慌ただしい日々となっておりました。そんな中でも、かわらぬお

子さん達、利用者さん達に、職員、関係者一同 元気をもらい、癒されております。 

この通信で その一端でも皆さまにお伝えできたら幸いです。 

平成 30年５月 なないろの会 代表理事  佐 藤 美 佐 

 

なないろ通信 
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★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

クレヨンキッズ アートギャラリー 

 ☆みんなで床マットにお絵描き☆ 

 床マットが殺風景でちょっと寂しいよね…とスタッ

フがお絵描きを始めたら、「僕も描きたい！」と子ども

たちも次々参入。あっという間にマスコットのクレヨン

くんをはじめ、ドラえもんやアンパンマン、オリジナル

のキャラクターなどでいっぱいに。賑やかで楽し 

い床になりました☆彡 

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

★ 

 



たのしさとやすらぎの宝さがし 

✎クレヨン日記 

✎30年度が始まりました！！ 

  今年も新しいお友達を5人むかえ、30年度のクレヨンキッズがスタートしました。メンバーが変わりさ

らに賑やかになったクレヨン、どんな一年になるのか楽しみです♪ 

✎ひなまつり🌼  

3月 3日(土)はひなまつり！クレヨンキッズでは 

前日の 3月 2日(金)にみんなでおひなさま、おだい 

りさまになりました。この日はあいにく女の子が一人… 

男の子たちはそれぞれ好きな女性スタッフにおひなさま 

になってもらって写真撮影。かわいいおひなさまとかっこ 

いいおだいりさまがたくさんいて、とってもステキな撮影 

会でした♪ 

 撮影会の後はみんなでおやつ。ひなまつりのお星さま杏仁豆腐をおいしくいただきました☆ 

 

  

 

 

 

 

 

✎ピザトーストづくり 

 4月 24日はおやつ調理！この日はみんなでピザ 

トーストを作りました。パンや具を切って、ケチャップを 

ぬって…ソーセージやピーマン、とろけるチーズもたっぷりのせました！ 

焼きたてサクサクのピザトーストに手が止まらず、あっという間に完食でした♪ 
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✎よみうりランド卒会遠足 

 今年も卒会遠足は『よみうりランド』へ行ってきました！クレヨンキッズでは遠足の定番となりつつあ

ります（笑） 

 ペアを組んだスタッフと好きなアトラクションを楽し 

む子もいれば、グループで回る子もいて、楽しみ方は 

それぞれでしたが、卒会生との思い出はたっぷりと作 

ることができた、素敵な卒会遠足となりました。 

卒会生のＡくんは仲良しのスタッフと一緒にデート気分☆ 

でも絶叫マシーンにたくさん乗って帰りにはへろへろに（笑） 

Ｋくんはスペースジェットに乗りました！意外と高く飛ぶ飛 

行機に、スタッフもＫくんもちょっとドキドキでした（笑） 

 最後に楽しい思い出ができたね！！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✎涙なみだの卒会式…  

                3月 30 日、3名のお友達のクレヨンキッズ卒会式が行われ 

ました。クレヨンのかっこいいお兄さんだったＡくん、にこにこ笑顔

で癒してくれたＳくん、いつもそっと寄り添ってくれた優しいＫくん。

三人ともクレヨンキッズにとってかけがえのないメンバーでした。在

会生Ｋくんの送辞、卒会生Ａくんの答辞はとても素敵でスタッフたち

も涙を止められませんでした。 

  

 

 嬉しくもあり寂しくもありますが、こ 

れからも頑張っていってほしいです！ 

 楽しい思い出をありがとう、また一緒 

に遊ぼうね！！ 

『クレヨンキッズ卒会おめでとう🌹🌹』 
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       おひさしぶりです  
～卒会生からのメッセージ～ 

           

 

      早いものでれいんぼーを卒会して 5年が過ぎました。 

息子は、現在 23歳、「すまいる」に通所 6年目。 

おかげさまで毎日元気に お仕事や活動しています😊 

 

今回の原稿を書くにあたり、久しぶりに卒会アルバムを広げてみました。 

小 2の終わりから 10年間、楽しいお友達と優しく頼もしいスタッフに囲まれて 

過ごせた日々を改めて思い出し、胸が熱くなりました。 

子ども一人ひとりの気持ちを受け止め、寄り添い、支えながらいろいろな経験 

をさせてくださったスタッフのみなさん。元気になれるエネルギーを沢山いただ 

きました。 

雄輝は音楽は大好きだけど、大きな音や騒がしい場所、子どもの泣き声が苦手。 

けれど信頼するスタッフの音楽祭は別。 回を重ねて今ではみんなと一緒に盛り 

上るほどに…(エキサイトしすぎ？！) 耳塞ぎしていた両手は何処へやら。 

カラオケも楽しめるようになりました🎶 十八番は「負けないで」… 

変わってませんね（笑） 

 

親同士の交流もありました。夏まつりや福祉バザー等で一緒に汗を流し、 

学年を越えて 楽しい事だけでなく 困りごとも臆することなく話せる仲間が出来 

ました。 

親子共にかけがえのない宝物をもらったクレヨン・れいんぼー。 

これからもずっと子どもたちの笑顔と笑い声溢れる楽しい場所でありますように… 

応援しています！ 

 

  

           

 

 

 

 

  

  

           成田 雄輝 ・ (母) ますみ 
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【Kさん 卒業祝い＆就職祝い】 

 

 

 

 

 

 

 

きゃんでぃ   おでかけ日記 
  

 

暑くなってきましたね！！ゴールデンウィークは有意義に過ごされましたでしょうか？ 

きゃんでぃでは、1人 1人の利用者さんの興味に合わせて、日々いろいろな場所にお出掛けしています。行き

先も、楽しみ方も、それぞれ♪「こんな所があったんだ！」「今度はここ、行ってみたい！」と、ヘルパーも日々

発見の連続です！！ 

☆そんな、きゃんでぃでの活動の様子をご紹介します＾＾☆ 

 今回記事を担当した高田ヘルパーは、クレヨンキッズ・れいんぼーでも、子どもたちの兄貴的な存在として慕

われています。利用者さんの目線になってハツラツと一緒に遊ぶ姿が印象的なヘルパーです！ 

 

  

 

K君と府中の大国魂神社のくらやみ祭りへ。屋台の射的がやりたいという事でしたが、出掛ける前から 

 不安だったのは乗り物に酔いやすい事と特定の動物が苦手な事。乗り物の中では最近楽しかった事や学校 

での様子などヘルパーと楽しい会話をして、特定の動物がいてもなるべく見えないように工夫して…。お 

出掛け前の不安を K君は見事に突破！ いざ、お楽しみの暗闇祭りへ！！ 

「射的ゲームがやりたいけど、欲しい景品がないよ…。」「あっちの屋台にはあるんだけどな…。」 

たーっくさん迷って、沢山ある屋台から K君が選んだのは【くじ引き】と【輪投げ】と【缶落とし】! 存 

分に楽しみました♪ 余った予算でお得意のクレーンゲームも堪能し、家路へ向かいました。 

 

お家に帰ってからも「楽しかった」と言ってくれてヘルパーとしてもこの言葉を言われると凄くやりが 

いを感じます。 

                                        （高田） 

 

 

 

 

今年 3月に、けやきの森学園を卒業された Kさん。そのお祝いもかねて、ご本人の希望で立飛のららぽ 

ーとへ行ってきました。メインはゲームセンター！！「レストランでハンバーグを食べて、ゲームセンターで

トミカのチョロ Qを取りたい！」と、思い描いたプランを Kさんが事前に教えてくれました。 

当日、あいにくの大雪の中でしたが意気揚々と電車を乗り継ぎ、モノレールに揺られ、目的地へ♪ フード

コートでハンバーグを食べ腹ごしらえ。気合い十分でゲームセンターに向かいました。早速お目当てのトミカ

のクレーンゲームを発見！他にも誘惑は沢山…。「お金、大事に使おうね」ということで作戦会議！ 

まずは音楽ゲームやカーゲーム、エアホッケーなどで身体を使って楽しみ、残ったお金でクレーンゲームに挑

戦しました。見事なクレーン捌きでチョロ Qゲット！おまけに UFOキャッチャーでお菓子もゲット＾＾ 戦利

品を手にドヤ顔でご自宅へ。 

4月から新しい環境で頑張っている Kさん。先日は豊島園にも同行させて頂きました！これからも、お仕 

事の息抜きに、きゃんでぃでのお出掛けを楽しんでくれたらと思います♪ 

                                         （山賀）  

ヘルパー事業 
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 「平成２９年度卒会式」３月３０日  

いよいよ、この日が来てしまいました。K くんと Sくんの 

  卒会式。いつもみんなのお手本となり、率先して行動し、 

時には遊びを企画、盛り上げてくれた二人が成長し、旅立つ 

ことを、嬉しくもあり寂しくもあり・・・。 

 器用な二人が卒会制作として作ってくれたのは、大きな 

れいんぼーくん！アイロンビーズで作ってくれました！ 

力を合わせ、約３週間であっという間に完成！すごい！ 

綺麗！！室内に飾ってありますので是非ご覧ください☆ 

 当日、式が始まるまで、緊張した面持ちの二人。しかし、過去のスタッフが数名、式に駆けつけてくれ、 

久しぶりに会ったスタッフ達と交流しているうちに、徐々に緊張がほぐれ、笑顔がみられました。 

 祝辞と答辞では、まず、高校 2 年生の O くんが「卒会おめでとうございます。元気でお仕事頑張って 

ください」と祝辞を読み上げました。続いて答辞では、K くんは「4月から〇〇（就職先）で○○作りを 

頑張ります。武蔵野の森公園でお散歩が楽しかったです。また音楽祭で会いましょう」と。 

Sくんは「4月から〇〇（就職先）で○○作りを頑張ります。 

みんなと黒鐘公園ですべり台が楽しかったです。レゴでおうちを 

作りました。ドライブに行きました。みんなと遊べて楽しかったです。 

また会いましょう」と、二人とも自分で書いた原稿を堂々と 

読み上げてくれました。すごく、すごく、立派でした。 

いつもれいんぼーを支えてくれてありがとう。たくさんの 

楽しい思い出をありがとう。また、遊びましょう☆ 

卒会、おめでとう！！ 

れいん坊
ぼ う

主
ず

 
 2018.3～2018.5 

 

 

自分らしくいられる場所 

６ 

「調布市防災訓練」４月２８日  

 この日は調布市防災訓練の日。れいんぼーでは、毎月 

避難訓練を行っていますが、この日は少し足を延ばして、広域避難所の 

調布中学校まで歩きました。その後、防災訓練を行っている石原小学校へ。 

 石原小学校では「避難所の設営方法」を行っており、見学させていただき 

ました。消防署の方にも声をかけて頂き、貴重な時間を過ごすことが 

出来ました。また来年も、よろしくお願いいたします(^^)/ 
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「深大寺周辺満喫☆」４月２１日 

 恒例の深大寺そばを食べに、今年も行ってきました！れいんぼーから 

歩いて 20分ほど。良いお天気で、日差しがきつい中、全員汗をかきつつも 

おそばを楽しみに、みんな足取りは軽やか♪ 

れいんぼーが毎年お世話になっているのは「多聞」さん。木々に囲まれた 

外の席がお気に入りで、いつも予約をさせて頂いています。 

T くんは、温かいおそばを注文。何度も足を運んでいるので美味しさは 

お馴染みの様子。笑顔でペロッと完食でした！ 

一人前では足りない！と、中盛りのおそばを注文する中学生の Iくん

と高校生の Sくん。 

中盛りはなんと４００ｇもあるんです（左写真参照）。 

             それを満足そうに食べきった二人。驚きでした！！ 

              その後は、水生植物園でお散歩し、総合体育館横の中央広場まで 

移動して遊びました。まだまだ元気な O さん、「疲れたー」とシートで 

横になる男子を横目に、歌いながらお散歩へ。よほど気持ち良かった

のか、時間いっぱいまで歩いていました♪ 

沢山遊んだ後は、お寺の参道にあるお店でおやつタイム。めだまのおやじ T シャツを着て、気合を 

入れて参加した I さん。「あいすたべる☆」と楽しみな様子。 

ソフトクリームにも様々な味があり、迷って迷って決めた 

「マンゴー味」に大喜び！頑張って歩いた甲斐がありました。 

 おやつを食べた後もまだまだ暑く、帰り道ではみんな無口 

に…。お部屋に着くとゴロンと布団に横になる面々。 

しかし、「音楽祭ダンスしてもいいですか？」と元気な声が！ 

ここから 30 分、音楽祭の映像を見ながら笑顔で踊る I くん。 

恐るべし体力( ｀―´)ノ脱帽でした！！     

 

 

「母の日のプレゼント❁ 親子の笑顔がプレゼント」５月１２日 

 お母さま方、いつもありがとうございます。日頃の感謝の気持ちを込めて、今年の母の日のプレゼント

は、いま流行りの「ハーバリウム（専用オイルを入れた瓶にドライフラワー等を入れ飾るもの）」に挑戦。とは

いえ、専門の材料を使うと高額なハーバリウム。そこで、造花と洗濯のりを代用、作成してみました。 

母の日のお花と言えばカーネーション。赤やピンクのカーネーションを基本に、様々なお花を選んで 

瓶に入れ、みんなそれぞれ、綺麗な色合いで作ってくれました！！ 

カラーでお見せできないのが残念ですが…いかがでしょうか？？メッセージカードをつけて、心の 

こもったステキなプレゼントに仕上がったと思います。 

お迎えのお母さんに「おかあさんありがとう！」と手渡すと、 

「ありがとう！綺麗だね」と笑顔をみせてくれたお母さん。 

大好きなお母さんが喜んでくれたことで自分も嬉しい🌼 

そんな親子の会話に癒されたひと時でした。 
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☆賛助会新規・継続☆ 

   成田ますみ様 杉本美智子様 荒野康子様 阿部雅美様 大久保のりこ様  

亀山香様 桜沢弘美様 橋本剛様 

 

☆ボランティア☆ 

    ダンス講師：松浦直枝様  

マリンバ講師：桜沢弘美様 

春の音楽祭出演者：きゃんでぃ(スタッフバンド)、ちょこまかす(スタッフアコースティックユニット)、 

ハイ☆タッチ(スタッフダンス) 

 

☆寄付を頂きました☆ 

   ・特定非営利活動法人 セカンドハーベスト・ジャパン様より沢山のおやつを頂きました。 

   ・株式会社ガイア様より沢山のお菓子を頂きました。 

   ・長友陽子さんがクレヨンのトランポリンのカバーを新しく作って下さいました。 

    

☆勉強会☆ 

 ●藤沼久夫先生(元調布特別養護学校教員・元はあとふるえりあ施設長・現きゃんでぃヘルパー) 

を講師の先生としてお呼びして、きゃんでぃのヘルパーを対象に「生きづらさと二次障害」 

をテーマに勉強会を開いて頂きました。服薬についての知識と障害からくる不安感に共感してス 

トレスの原因を排除してあげる事で二次障害を防げることについて勉強させて頂きました。 

是非、またよろしくお願い致します。ありがとうございました！ 
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☆ 会員の方には「なないろ通信」を送らせていただきます。 

 

 

ありがとうございました！ 
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