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第２１号 

新年度をひかえた三月。なないろの会でも毎年この時期は浮き立つような、寂しいような気持ちになりながら、

慌ただしい日々を過ごしております。そうした中、つい先日、赤い羽根でおなじみの社会福祉法人東京募金会様

から、NHK歳末たすけあいによる分配の決定通知を頂き、送迎車の買い替えに一部助成を頂けることになりまし

た。すでに 10年を経過しているれいんぼーの送迎車は懸案事項でしたので、心底安堵致しました。車は単に送迎

の為だけではなく、子どもたちに安心して活動してもらうために欠かせないものです。歳末たすけあいにご助力

くださった方々、東京募金会、並びに推薦をしていただいた調布市社会福祉協議会の方々に心より御礼申し上げ

ます。ありがとうございました。       H31年３月 なないろの会 代表理事  佐 藤 美 佐 

 

 

 

 H31年３月 なないろの会 代表理事  佐 藤 美 佐 

 

なないろ通信 

１ 

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 

クレヨンキッズ アートギャラリー 

 ☆新たな画伯誕生！？☆ 

ご覧ください！この素晴らしい作品の数々を！ 

1年生のＴくんは、お絵描きが大好き。日々、試 

行錯誤しながら、自分が納得できる絵を描いてい 

ます。 元気でやんちゃな見た目とキュートな絵 

のギャップにスタッフ陣もメロメロです。 これ 

からの作品も要チェックなのです！ 

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

★★ 

 

おおきなかぶ 



 

たのしさとやすらぎの宝さがし 

✎クレヨン日記 
✎食欲のふゆ！？ 

 クレヨンの子どもたちはみんな食べることが大好き♪毎回調理の時はわくわく、おいしく作るぞ！ 

★ビーフシチュー★ 

 12月 27 日、この日は昼食調理！寒い日だったので  

ポカポカあたたまるビーフシチューを作りました。  

ちょっとかたいにんじんや、なみだの出ちゃう玉ねぎも 

頑張って切りました！力を合わせて作ったごはんは 

とってもおいしいね♪  

パンもシチューも、たくさんおかわりしました☆ 

                     ★ホットケーキ★ 

                      1月29日のおやつ調理では、ふわふわホットケーキを作りました。

たまごを割って、ミックスとまぜまぜ…。焼く前から甘いにおいでお

腹がなっちゃう！ 

                      焼きたてのホットケーキにチョコソースやメープルシロップをたっ

ぷりとかけて食べました♪ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

✎クリスマスパーティー☃ 12月 25 日はクリスマス！毎年恒例のクレヨン☆クリスマス会を行いました。みんな

でサンタ帽子とトナカイ帽子をかぶってパーティーをしました♪ 

 今回のゲームは『風船バレー🎈』、サンタチームとトナカイチームに分かれてアツいゲームになりました☆ 

たくさんのおやつにケーキも食べ、サンタさんからのプレゼントも！サンタさん、ありがとう☆彡 

 

 

 

 

    

 

 

シチューを 

パンにのっけて♪ 

おいしくなぁれ♪ 

がんばってまぜるぞ～！ 

２ 



 

✎ぺったんぺったん、おもちつき 

 クリスマス会に引き続き、こちらも毎年の恒例行事となっているおもちつき！もちろん今年も行いました。 

 あつあつのおもちを杵でぺったん！みんなで順番につきました。 

高学年のお兄さんたちは重い杵も軽々持ち上げます♪低学年組は 

スタッフや先パイたちに手伝ってもらい、ゆっくりしっかりおもちを 

ついてくれました！！ 

 つきたておもちはあんことめんつゆで♪甘いとしょっぱいでおか 

わりが止まりませんでした☆ 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

✎よみうりランド卒会遠足 

 2月 11日、とっても寒い日でしたが、クレヨンでは少し早めの卒会遠足に行きました。場所はやっぱり、よみうりラン

ド！クレヨンの卒会遠足といったらここです(笑) 

 入り口で記念写真を撮ったら、その後はそれぞれスタッフとペアで♪この日のために特別ゲストで元スタッフの方

も来てくれ、たっぷりと思い出を作ることができました☆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 アトラクションを楽しんだり、やきそばやキャンパスノート作りをしたり、それぞれ様々な楽しみ方で過ごすことがで

きました♪「まだまだ遊び足りない！」なんて子もいましたが…(笑) 

 次の遠足もお楽しみに！だね☆  

 

 

 

  

 

 

 

 

３ 

駅長さんに変身！ 

オリバー鉄道出発だ♪ 

よみうりランド！！ 

何から乗ろうかな？ 



 

調布福祉まつり」（12／2）に出店 

 

 

    

  

 

 

 

 

 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年度の福祉まつりは、毎年恒例、お団子、お弁当、手作り品販売を行いました。 

当日は晴天に恵まれたものの、寒さが厳しく、そんな中、販売等のご協力をいただき、

本当にありがとうございました。 

当日、開店準備の際、お二人の保護者の方からとても素晴らしい手作り品のご寄付

を沢山頂戴しました。 お陰様で手作り品コーナーも大盛況となりました。 

お客様や、保護者の皆さまだけではなく、他の事業所の方々とも触れ合う機会にな

り、心温まる時間でした。 当日は、ご都合が悪かった保護者の方々からも応援の声

を沢山頂戴しました。本当にありがとうございます。 

福祉まつりの配分金は、父母会のぺんぺん草へ入金させていただきました。 

次年度は、１１月３０日 土曜日に出店となりますまた楽しい時間を過ごせたらと

思っております。 

                         (父母会役員一同) 
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きゃんでぃ   おでかけ日記 
  

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、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佐藤ヘルパーは、クレヨンキッズの支援員でもあり、とても頼りになる人です。 

 

    

 

ヘルパー事業 

【Kさんとのおでかけ】 

Ｋさんと私のお出かけと言えば、バーミヤンでラーメンからのカラオケ→買い物、おやつというスケジュール

がお馴染み。しかし、12月 16日！この日はなんと、[れいんぼー音楽祭]に参加することになりました！！Ｋさん

の大好きなラーメンがこの日のスケジュールにはなく、しかも 2人では初めてのバス移動、さらには音楽祭に最

後までの参加は難しいかもとのこと・・・。 

果たしてどうなるのか！とヘルパーとしてはドッキドキだったのですが、いざ当日になってみると、ラーメン

なしもへっちゃら、ギュウギュウ詰めの満員バスもへっちゃらで、順調に公民館へ到着＼(^o^)／ 

1 曲目が終わったタイミングで半袖に着替え、臨戦態勢で音楽祭会場内へ。最初は久々だったからか、後ろの

イスでおとなしく腰かけていたＫさんでしたが、途中で「一緒に前に行ってみる？」と聞くと「はい！」と、すぐに

ステージ前へ。大きな音やたくさんのお友達に圧倒される様子もありましたが、好きな曲ではダイナミックに体

を揺らし、ヘルパーに抱きつくなど、ハッスル♪そして、なんとサンタさんからのプレゼントを無事にもらい、最後

まで参加することができたのです(*^^)v！ 

「クリスマスパーティ楽しかった♪」というＫさんの言葉に、嬉しい驚きと、 

また少し仲良くなれたかな？？と感じたお出かけなのでした☆彡  〔ヘルパー 佐藤 美慧〕 

    【なが～～い おつきあい】 

Ｙ君とは小学低学年からのおつきあいです。その彼も今年で 20代前半、もうかれこれ 15年に 

なります。自分がヘルパーを始めて間もない頃だったので、まだまだ、支援の進め方が分からず、 

Ｙ君にかなり迷惑をかけたのを覚えています。お母さんに色々なことを教えてもらいながら、Ｙ君 

と一緒に成長してきました。 

身長は私の方が高かったのに、いつの間にかあっという間に抜かされました。 

今では、上を見上げながらの支援になります。Ｙ君も多感な時期を迎え、以前より意思表示が読み 

取りにくくなってきましたが、長い付き合いの中でＹ君が何を欲しているのか見当がつくようにな 

っています。（たまに外れる場合もあり、Ｙ君をがっかりさせる時もありますが） 

  彼の笑顔は支援している人を癒してくれます。彼が笑うと自然とこちらまで楽しい気持ち 

になります。 あと何年ヘルパーに入れるか分かりませんが、長い付き合いを続けていきたい 

と思っています。                  〔ヘルパー 和多田 正美〕 
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「ペットボトルツリーづくり」11～12月  

  クリスマスに向けて、ツリーづくりに挑戦しました！みんなの 

身近なもので作れないかとインターネットで探していると・・・ 

ありました！ペットボトルでエコツリー🌲 

  ２リットルのペットボトルをたくさん集めて、一本一本に２段の穴

をあけて紐を通します。上から１段目は３個をつなげて束ね、２段目

は５個、３段目は７個・・・と積み重ねました。 

目指せ９段、高さ２メートル☆ 

 まずは器用な N君がスタート。クリスマス大好きな N君は、張り 

切って黙々と作ってくれました。目打ちで穴をあける作業では、作業 

の後半は職人のように上達していました！ 

 ４段目まで出来上がると、試しに積み上げたツリーの中に 

イルミネーションを光らせてみました。すると、イルミネーションの光 

がペットボトルに反射して、やさしく幻想的な感じになりました。 

室内の電気を消すと、その優しい光に、クリスマス気分は UP！さらにやる気になり、たくさんのお友達が 

手伝ってくれました。 

   予定よりも多くのペットボトルが必要だったため、惜しくも８段目でタイムアップ。それでも、１７０ｃｍくらい 

  の高さまで作ることが出来ました！ 

積み上げたツリーに、描いた絵を貼ったり、 

オーナメントを飾ってさらに豪華になりました。 

最後に、紙粘土で作った星形を飾って完成！！ 

冬の音楽祭やクリスマスパーティーで飾り、 

「すごいキレイに出来たね！」と大評判☆ 

 

 クリスマスが終わった後は、みんなで分別して 

後片付けしました。 

 今年も思い出深いクリスマスとなりました🌲✨ 

れいん坊
ぼ う

主
ず

 
 2018.11～2019.2 

 

 

自分らしくいられる場所 

６ 



 

「マリンバコンサート」１２月１９日 

 毎月行っているマリンバあそびでは、講師の先生がマリンバやハンドベル 

などを持参して下さり、季節の曲やひとりひとりが好きな曲を演奏して 

楽しんでいます。10年以上継続して行っているマリンバあそび。 

時に「ピンクレディの“透明人間”お願いします」というお子さんの急な 

リクエストにも、翌月には譜面を用意して下さる優しい先生に、皆のやる気は UP!! 

   12 月は、クリスマスという事で特別☆先生方によるコンサートを開催してくださいました。 

特別ゲストの先生とお二人で連弾するマリンバの音色はすごく贅沢な時間。マリンバだけでなく、 

トーンチャイムやパネルシアター、ハンドベル等々で演奏される 

クリスマスソングは、どれも聞き惚れました。 

その優しい曲の雰囲気に、普段は賑やかな面々も、静かに聞き入って 

いました。 

後半には、子どもたちも、ジャンベやマラカスなどを使って先生方と 

一緒に演奏を楽しみました。 

子どもたちだけでなく、スタッフも癒される時間でした。 

先生方、ありがとうございました！ 

    

「ふれあい遠足」１月１９日＆２６日 

１９日は、「相模原ふれあい科学館」へ行ってきました！この科学館の 

１番の目玉ポイントは“水槽に手を入れて魚の餌付けが出来る”ところ。 

魚の餌を握って水槽の中でゆっくり手を開くと、沢山の魚たちが一斉に 

餌を食べに集まって来ます。魚たちは餌だけでなく、手にも吸い付きます。 

そこが面白い！！ 

鯉などの大きな魚の水槽には、さすがに手を入れるのは怖い・・・。 

餌を見せると、水槽から飛び跳ねて餌を食べにくるため、腰が引ける面々。 

そこで、鯉よりも小さな魚、ウグイなどの魚がいる水槽でチャレンジ。トレーナーさんやスタッフが見本を

見せると、果敢にチャレンジする T くん。一方、何度も何度も、水槽に手を入れようと頑張るも躊躇し「あ

ー(怖い)」と嘆く Iくん。その姿に、魚たちも諦めて、I君の前から去って行ってしまいました…(*´з`) 

 ２６日は、「服部牧場」へ行ってきました！みんなのお目当ては“バターづくり”、“動物に餌やり”、そして

“ジェラートアイス”！バターの材料が入った瓶を２０分間振ってバターを作りながら、動物たちに餌を 

あげるため、牧場内を散策しました。 

動物たちが餌を食べやすいように、牛乳パックで餌をあげる用の 

スコップを作成、プラスチックのスプーンや割りばしなども持参し 

たため、動物たちは食べやすそう。美味しそうに食べてくれました。 

  自分があげた餌を、目の前でたくさん食べてくれるのは嬉しい 

もの。T さんは「食べてくれた！」と目をキラキラさせて報告してくれ 

ました！出来上がったバターはお土産にもちかえりました。 

 生き物にたくさん触れ合った１月の遠足でした☆ 

          

                 

スコップを作ったり 
７ 



 

☆賛助会新規・継続☆ 

   おおひらつとむ様 西尾須美子様 高本秀雄様 長谷川菊美様 玉田洋子様 

 

☆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 木村時子様（マリンバクリスマスコンサート） 

冬の音楽祭出演者：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☆ 

   ・社会福祉法人 東京募金会様から、れいんぼーの送迎車の買い替えに一部助成を頂けることに 

なりました。 

   ・霜鳥仁美様よりクリスマスのお菓子を頂きました。 

   ・福嶋こずえ様よりみかんを頂きました。 

   ・髙橋商事様よりタオルを頂きました。 

   ・新井理恵様よりマットレスを頂きました。 

    

☆勉強会☆ 

 ●調布市障害福祉課の矢口様、藤本様をお呼びして「障害者虐待を防止するために」をテーマ 

に研修会を開催して頂きました。名前の呼び方やトイレなどの同性介護なども含め、質疑も盛んに 

行われ、貴重な話し合いの場がもてました。 

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！ 

   

                              賛助会員募集  
                   賛助会員   一口  ２０００円 （1年間） 

              郵便振替口座番号  ００１８０－５－３５９０６４ 

               加入者名 特定非営利活動法人なないろの会 

☆ 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！ 

なないろ通信  (季刊 年３回発行) 
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