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肌寒い日が増えてまいりましたが、皆さま如何お過ごしでしょうか。
クレヨン、れいんぼー、きゃんでぃとも、相変わらず利用者さん達の感性、パワーに驚きつつ、その
成長に目をみはる毎日です。気が付けば今年もあと２ヶ月、少し気の早いご挨拶にはなりますが、今年
も皆さまには言葉に尽くせぬお力添えを頂きましたこと、心より感謝申し上げます。
これからも関係者一同、利用者さんの側に立ったより良い支援を目指してまいりますので、ご指導、
ご鞭撻のほど宜しくお願い致します。皆さま、どうぞ良いお年をお迎えください。
平成２９年１１月

なないろの会 代表理事

佐 藤 美 佐

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

クレヨンキッズ

アートギャラリー

☆クレヨンハウス完成！！
子どもたちとスタッフが力を合わせて、ダンボールと木材で
コツコツ作りました。折り紙でできたカラフルな屋根がとって
もキュート♪
もちろん見た目だけでなく、内部も素敵な空間☆彡敷布団に
キャンプ用の灯りまで完備！これには子どもたちだけでな
く、 思わず大人も中に入ってまったり・・・。
クレヨンキッズ保育室内に新たな名所が誕生しました！！
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たのしさとやすらぎの宝さがし

✎クレヨン日記
✎思い出いっぱい夏休み
今年も皆さまのおかげで、無事に夏休みを終えることができました。お忙しい中、お弁当や着替えの準備、誠にあり
がとうございました。

✎スイカ割りだ～！
夏といえばなんでしょう？そう、スイカ割りです！今年もれいんぼー卒会生の保護者の方から大きなスイカをいた
だいたので、みんなでスイカ割りをしました。順番にスイカを叩いていきますが…
これがなかなか手強い。スタッフも一緒に頑張りますがそれでも割れない！！
最後は 6 年生の T くんが目隠しをしながらの挑戦。みんなに応援されながらきれいに
割ってくれました！割れたスイカはもちろん、みんなでおいしくいただきました♪

✎ ハッピーバースデー🎂
夏はバースデー会シーズン。今年もたくさんのお友達をお祝いしました！みんなで歌をうたって写真を
撮って…とってもハッピーな気分になりました♪
クレヨンのアイドル的存在の M さん。「どんなゲームがしたい？」と質問すると、
「野球したーい！」と元気な答えが。さっそくバットとボールを出して練習していました。
本番では学校の先輩の K くんを指名してたっぷり野球を楽しみました♪

˖ ✧°˖ ✧˖ °～みんなのリクエストおやつ～˖ ✧°˖ ✧˖ °
バースデー会の楽しみといえば、主役のリクエストおやつ！甘いケーキを選ぶ子も
いれば、山盛りポテトがいいという子もいて、個性豊かですね♪

Ｈくん

✎じゃぶじゃぶ池！！

たっぷりベリーのフルーツケーキ

Ⅰちゃん
大盛のポテト山

G くん

T くん

チョコ尽くしのチョコバナナケーキ

山盛りポテト＆じゃがりこ
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【8 月 10 日（木）】
この日はみんなでミニ遠足。府中郷土の森の「じゃぶじゃぶ池」に水遊び
に行ってきました。前日までお天気が心配でしたが、雨がパラパラと降った程度
で遠足には全く問題なし！予定通り水遊びを楽しみました。
入り口で記念撮影をして、まずは腹ごしらえ。休憩所でのお弁当タイム。
ご飯の後は少し休憩…のはずが、みんな早く遊びたくてウズウズ。
全員の準備ができるのを待ってやっとお待ちかねの水遊びだー！
じゃぶじゃぶ池に移動してからは、スタッフとペアを組んで自由タイム。
滝のように水が流れている場所へ行ったり、川のようになっている場所へ
行ったり。噴水のように水が出ているところもあり、全身で水を感じてみんな
とっても嬉しそう！スタッフも一緒になって、たっぷりと楽しみました♪

✎馬シャ馬シャパーク！
【8 月 25 日】
今年の夏は雨や曇りの日が多く、もやもやとした暑さ
が続きましたが、そんな微妙な天気をものともせず、
クレヨンの子どもたちは水遊びが大好き！ビニールプール
にもたくさんお世話になりました♪
そんな夏休みも、もうすぐ終わり。この日は東京競馬場
の中にある水遊び場、「馬シャ馬シャパーク」へ行ってきま
した。弱くなったり強くなったりする噴水にみんな大喜び！
噴水をのぞき込んで顔にお水が直撃することもありまし
た。ぞうさんシャワーや水鉄砲も大活躍！！スタッフもお
もわず童心にかえって楽しみました♪

✎水遊び～ビニールプール編～
今年の夏もたくさん水遊びをしました。噴水のある公園に大きなプールに…そしてクレヨンでのビニールプール！
すっきりしない暑さの中、ひんやりとみんなを涼しくしてくれました。来年もお世話になります☆
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東京都共同募金会様から助成を頂き

今年も

フライトｄｅ音楽祭

を開催しました！！

年に 4 回季節毎に調布市の北部公民館を利用し行っている音楽祭♪なないろの会の職
員スタッフ(またはその関係者)がバンドやダンスを披露し、卒会･在会のお子さん、保護
者、スタッフみんなで楽しむ企画です！
7 月９日（日）
、今年の夏の音楽祭は、公民館ではなく府中市にあるフライトというラ
イブハウスを貸し切りにして行いました。その名も“フライトｄｅ音楽祭”！！
音楽祭がはじまったのが 2008 年の秋！来年で 10 周年になります。府中フライト(ラ
イブハウス)での音楽祭は今回で４回目♪今年は、東京都共同募金会様からの助成を頂き、
無事、開催することができました。ありがとうございました！！

フライト de 音楽祭ひとこと

出演者から→「音楽祭に出演するためにギターを始めて数年。
ステージの上から見える、みんなの笑顔と一体感、最高！」
客席のスタッフから→「いいな～、出演した

「初めて出演しました。唯一の輝ける場所になりました（笑）」

かったな～…。次の音楽祭に向けてなんだか
燃えてきたパフォーマンスばかりでした！！
やっぱり音楽祭って、いいね＾＾☆」
保護者から→「はじめて参加の小学校低学年の
かたが予想に反してノリノリで楽しむ様子に周囲
のみんなも喜んでいたり、在籍児、卒業生問わず
一緒に歌い踊り（子どもたちがうまい！）はじける
姿に感動。こんな場は他にないと思います！！」
卒会・在会のお子さん達から→「恋ダンスたのしかった」
「みさちゃん（スタッフ）がかわいかった」「みんな踊りうまいね」
「（何楽しかった？と聞くと）はんぶんこ（バンドで演奏した曲）」
「残酷な天使のテーゼ（踊ったのが）たのしかった」

等々

みんなが楽しめる音楽祭を目指して、来年度もフライトで企画で
きたらと考えています！

音楽祭総合企画者 久保

ヘルパー事業

きゃんでぃ

おでかけ日記
み さと

今回は、なないろの会の山賀広大職員、クレヨンキッズの佐藤美慧職員のおでかけ日記です。
佐藤はクレヨンキッズでの長い経験を活かした支援をしています。山賀はれいんぼーでも、活発な利
用者さんたちの良き兄貴的な存在です。そんな二人のヘルパーとしてのおでかけ日記です。

「電車の旅～立ち食いソバ屋～」9 月 14 日
T 君との 3 回目のお出かけ。初めてのお出かけの時からエンジン全開で接してくれて、
毎回ヘルパーも T 君とのお出かけを楽しみにしています！！
この日は、たっぷりと時間があったので、T 君が大好きな電車をゆっくり楽しむことができました。
いつものように、飛田給駅から京王線に乗り、各駅停車で高尾山口駅まで、1 時間ほど電車に揺られました。
飛田給駅～京王八王子駅は気分ルンルン♪ヘルパーとコミュニケーションをとりながら、、
、
たそ が れ

京王八王子駅～は緑豊かな外の景色をクールな表情で眺めながら、、、黄昏るその様子は昭和の二枚目俳優のよ
う！ いつもは途中で泣く泣く引き返さなければいけないところを、終点まで存分に楽しみました。
終点に到着すると、折り返し、もう一つの楽しみのかき揚げうどんを食べに、高幡不動駅へ向かいます。揚げ
物大好きな T 君は、あっという間にぺろりと完食！！「もうちょっと食べたいな、、、
」名残惜しさを見せつつ、
家路へ向かいます。
夕方の新宿方面の電車は混雑するのですが、人混みの嫌な感じと、楽しみが終わってしまう寂しさをぐっとこ
らえ切り替えてくれます。京王稲田堤駅で下車し、橋を渡ってぐるっと風の道をお散歩してお家へ帰ります。こ
こは歩きなれた道！！ということで、T 君はいつもヘルパーをリードするように歩いてくれます。
半日を振り返りながら、夕暮れ時の川沿いを歩くのはとっても気持ちの良い、一日の締めくくりです。
「またお出かけしようぜ～」兄弟のように並んで歩いた、帰り道でした。 （山賀）

『グループだと楽しさ倍増！！』９月１７日
きゃんでぃでは基本、利用者さん＆ヘルパーの 2 人でのお出かけになりますが、何組かのグループで出かけ
ることもあります。この日は、ＨさんとＡ兄弟の合計 3 組 6 人でのお出かけ。台風接近のため、お天気は雨☂
こういう日は屋内で楽しむぞ！とボウリングとカラオケの予定でしたが、ボウリング場に到着してみると、も
のすごい人の数でなんと 3 時間待ち (;・∀・) ボウリングは次の機会にして、ひとまずサイゼリヤでお昼ご飯
に。そこで利用者さんたちとヘルパーで今後の予定について作戦会議！「府中郷土の森でプラネタリウムは？」
「映画はどう？」などいろんな意見が飛び交いますが、なかなか決まらず・・・。 でも、気づけばＨさんも
Ａ兄弟も「カラオケ

」と、すっかりカラオケモード♪ よし、じゃあ行っちゃおう！とカラオケへ。

パーティールームが空いていて、そこで４時間過ごしました。時間だけ聞くと長く感じますが、ソロで歌った
り、デュエットがあったり、みんなで踊ったりハイタッチしたりしているとあっという間！
みんなで相談したり、ワイワイできるところが、グループで出かける一番の魅力だと思います。
次のお出かけが待ち遠しいです(*^^*)
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み さと

（佐藤美慧）

自分らしくいられる場所

ぼう ず

れいん坊主
2017.6～2017.10

「初めての流しそうめん」7 月 28 日 9 月 28 日
夏休み、「流しそうめんがやってみたい」とのスタッフの提案で、実現して
みました！お部屋の中で！！
ペットボトルを切ってつなげて、ビニールプールを膨らませて…準備には
時間がかかったけれど、楽しい事の為なら頑張れる！！
実は、子どもたちの半数以上が流しそうめん初体験。プラレールの線路に
見立てて電車を走らせようとしたり、お箸を持たずに待っていたり、カップにいっぱいすくって食べるの
を忘れていたり・・・（笑）いろいろなハプニングはありつつも、みんなよく食べて楽しそう♪
後日、その日に撮影した動画をみんなで見ていた時のこと。「私、やってないんだけど」とご立腹顔の
K さん。当日、欠席したためにできなかったことを悔やんでいました。「やったことないからやってみた
い！」。では、またやろう！と 9 月にも行いました！!
初体験の子どもたちがこの日も多く、前回経験したお友達を見本に、みんな
上達していきました。K さんのリクエストで、そうめんだけでなく、プチトマトも
用意してみました。転がるプチトマトをはしでつかむのは一苦労。でも、それが
楽しい！プチトマト大好き T くんは、そうめんははしで、プチトマトは、あえて難
易度を上げ、フォークですくっていました♪来年もまたやろうね～☆

「雨で中止になってしまったけれど…」9 月 16 日
よみうりランドに行く予定だったのですが、台風で雨が・・・。残念、また今度
行こうね！ということで、この日は、郷土の森へプラネタリウムを見に行きました。
プラネタリウムや映画館が未経験の K さんは、室内が暗くなるとソワソワ立ち上がって
いましたが、大好きな星や月が見えると座り、両側に座ったスタッフの手を握りしめながら、真剣に見入
っていました。終わった後、K さんに「どうだった？」と聞くと笑顔(^^♪初体験、大成功でした☆
プラネタリウムを見終わっても「よみうりランドざんねーん」と泣き顔の T くん。そんな T くんのために
と、この日のおやつはカップ焼きそば UFO！よみうりランド内で、マイ UFO を作ることを楽しみにしてい
た T くんも、これには喜びの表情。W くんは、昨年の経験から、UFO を首に下げるしぐさをして（よみうりラ
ンドではマイ UFO を作った後、ケースに入れ首から下げられるようになっています）「よみうりランド遠足
またね」と言い、納得した表情でカップ焼きそばを食べていました☆おやつが終わった後、気づけばみ
んなニコニコ顔( ◠‿◠ ) 雨でよみうりランドは行けなかったけれど、楽しい一日になりました☆
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「みんな大好きじゃんけん PON!！」9 月 30 日
毎年参加させていただいている、リソースネット主催のイベント「じゃんけん PON!」に、今年も参加させて
いただきました。【パサージュ】さんによるジャグリングを見たり体験したり、【レインボーズ】さんとダンスを
したり。ゲームのじゃんけん列車もじゃんけん大会も、楽しませていただきました。中でも、ジャグリングの
お手玉を上に高く投げ、１回転してからキャッチするという技に挑戦した K くん。何度か成功すると、走り回
りながら「できた！バッチグー」と言い楽しんでいました。着ぐるみとのじゃんけん大会を楽しみにして
いた W くんも K くんも、最後まで勝ち進み、着ぐるみたちとハイタッチ
のご褒美にご満悦☆
後日、れいんぼーのお部屋で、お絵かきを始めた Y くん。その上に
「パサージュ」という文字が。「ジャグリングの、お兄さんとお姉さんの絵」と
の事。楽しかったことが伝わってきました。
また来年もよろしくお願いいたします❤

クリエイターK くん！！
毎回、様々なアイデアと手先の器用さで活動を盛り上げてくれる K くん。
夏休み、家から段ボールをもってきました。理由を聞くと「ドリンクバー作りたい」
との事。Youtube などで動画を見て研究してきたとの事でした。
「よし！やろう！」とスタッフと共に取り掛かりました。・・・が、調べると、
自動でジュースが出る仕組みを作るのは簡単ではなく、試行錯誤の末、
写真のような形になりました。
はめ込んである紙コップの底に穴をあけ、コップにジュースを注ぐと下から出る
仕組みです。その日のおやつ時、K くんのドリンクバー開店！お友達みんな
目を輝かせて、長蛇の列を作ってくれました。大盛況☆「K くんすごーい！」
みんなに喜ばれ、後輩から尊敬の眼差しで見られ、満足げな K くん。
すると・・・すぐに第 2 弾を開始！今度は「自動販売機作りたい！」。
またまた、Youtube で確認して、おかしの自動販売機を作成開始！段ボールを測って切って張り付け
て・・・今回はドリンクバーとは比べ物にならないほど作業がありましたが、黙々と取り組みました。作業
開始から 2 週間を要し、やっと出来上がりました！！すごい！！！
右上の穴にお金を入れ、欲しい商品の下の穴に指を入れ押すと、商品が落ちてきます。お金もお菓子
箱も、ひとつひとつ K くんの手作りです。この日も品切れになるほどの大盛況
でした。
「いつ完成するの？早くやってみたい」と、出来上がりを心待ちにしていた
N くんは、いつもは「おやついらない」という事が多いですが「自動販売機
やるよ」というと張り切って一番前に並び、嬉しそうに商品を手にして食べて
いました。
自動販売機が完成すると、すぐに K くんから「ガムボール作りたい」
と次の提案。しばらくは楽しい工作の時間が続きます。お友達も
スタッフも、次回も完成を心待ちにしています☆
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ありがとうございました！
☆賛助会新規・継続☆
桜沢弘美様 長谷川二郎様

阿部雅美様 荒野康子様 中村久子様 吾妻宏美様

☆ボランティア☆
ダンス講師：松浦直枝様、長瀬巧様
マリンバ講師：桜沢弘美様

木村時子様

フライトｄｅ音楽祭出演者：チャッピーズ様(特支の先生バンド)、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)、Ｅ.ｍ.ｓ(ダンス講師の先生のダンスチーム)、
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。
・福嶋こずえ様よりスイカを頂きました。
・東京都共同募金会様より府中フライトのホールレンタル代(音楽祭)の助成を頂きました。
・ニッセイ財団様より下駄箱と棚の助成を頂きました。
・木下財団様より壁紙はりかえの助成を頂きました。

☆勉強会☆
●カウンセラーとして長年活躍されている先生をお呼びして、感覚過敏・感覚処理についてと
スヌーズレンについて学ばせて頂きました。
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！
●東京防災救急協会の方をお呼びして普通救命の講習会を開催し、三事業所の職員、スタッフが多
数受講しました。
活動内での緊急対応はもちろん、心肺停止の傷病者に遭遇するようなことがあった時には、
ひるまず応急手当てが出来るよう心掛けたいと思います。

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
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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。

なないろ通信

(季刊 年３回発行)
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