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楽しんでいました。その横で２歳児のＹくんは

大正 7 年 9 月 19 日創立

令和４年９月 20 日

積み上げることは難しいのか、ひたすら横にカ
プラを並べていました。しばらくすると私の顔

社会福祉法人上田明照会

浄 仏 国土 成 就 衆 生

ニュース

（法人設立理念）

平成 15 年 4 月 7 日創刊

じょうぶっ こ く ど じょうじゅしゅじょう

を見て「キャッ（頭を触る）」「ド
ン（お腹を触る）」をするＹく
ん。「Ｙくん。これ何？」と聞く

前号から始まった意思決定支援の第２弾。

と「ピアノだよ。」「あー！もしか

今回は「甘露保育園」です。

して、我山先生の音楽あそび？」
「うん」「すごーい」Ｙくんと保

感じて、見て、子どもが動く
「子どもたちの発想力に驚いた！」
甘露保育園では１年間を通して年齢に合わせた
音楽あそびを取り入れています。
【音楽あそびとは】ピアノの曲に合わせて全身
を動かす「リズムあそび」リズム、速さ、強弱
などの変化に反応して動き、ボールやフープ、
スカーフを使って表現する「リトミック」のこ
とを指します。
青いオーガンジーの布を海に見立てて、友だち
と一緒に布を
上下、左右に
優しく揺らし
たり激しく揺
らしたりして
波を表現。海
の中の生き物をピアノの音に合わせて表現した
りもします。
我山先生の
ピアノの音を
聞き分けて、
高い音「キャ
ッ」は頭を押
さえる、低い音「ドン」はお腹を押さえる、表
現あそびをしています。
【そんなある日のこと】
はじめて「カプラ」とい
う玩具を出して遊ぶと…
一緒に遊んでいた３・
４・５歳児のお兄さん、お姉さんたちは慎重にカ
プラを重ねて高く積み上げ「わー！すごいね」と

育士が繰り返し頭とお腹を触って
「キャッ・ドン」を楽しんでいると…それを見
ていた他の子が「せんせー。みてみて。これピ
アノなの」他の子もカプラを
並べて「♪あるこう、あるこ
う」「♬キラキラひかる」と我
山先生の真似をして、あちら
こちらで音楽あそびがはじま
りました。
音楽遊びを経験した数日後、カプラを出したタ
イミングが合ったことで、子どもたちは自分た
ちで遊びを考え、そして広げて楽しんでいる姿
をみることができた一場面でした。
遊びの中でマイクを出すと大好きな
歌を熱唱する子、ミュージックパッ
トを出すと音が
重なり合うこと
に気づき「おも
しろいね」と笑
い合い、リズム
に合わせて動き
出す子。保育士
がちょっとした仕掛けをすることで、子どもた
ちの遊びがどんどん広がっていく楽しさを一緒
に感じることが出来ています。
遊びを選択したり、考え出したり工夫したりし
て楽しむのは子どもたち。私たち保育士は、子
どもたちが主体的に遊ぶための力をつけていか
れるよう、子ども自身が遊びを発展、充実させ
ていけるよう支援していくことが大事と思い、
日々保育をしています。

蓮の音こども園では、きりん組・らいおん組・うさぎ組
それぞれのクラスではまっている遊びをご紹介します。
こどもたちのキラキラ輝く姿・笑顔です。

きりんぐみ
☆★ 【机上課題】 にはまってま～す☆★
一人ひとりの「やってみたい」「楽しい」
「できた！」という気持ちを大切にしています。
『こんなことできたよ』『指に絵具をつけるの気持ち
いい～』などなど・・・
毎日【楽しい発見】がいっぱいです！
職員手作りの個別課題です!(^^)!

らいおんぐみ
☆★ 【体をたくさん動かすこと】 にはまってま～す☆★
体をとめて・・・よ～いドン！！
汗をたくさんかきながら、いっぱい体を動かしています。
よ～いドン！のかけ声でにこにこ笑顔で走るこどもたち…
『きゃ～♡』と大きな声もでて笑顔溢れます！
廊下が長くて、たくさん

うさぎぐみ

走れて気持ちいい

☆★この夏 【かんてんあそび】 に
はまりました～☆★
かんてんをつかってリアルおままごと！
はじめは、かんてんの感触にびっくり！！
青・黄色のかんてんをパフェ容器に入れ、かんせ～い！！
『はい、どうぞ♡』こどもたちの愛情こもったパフェにほっこり♡♡

こどもたちの達成感に満ちたキラキラ輝く笑顔は、大人に絶大なるパワーをくれます。
『楽しい！』『またやりたい！』という気持ちを大切にしています。

味遊カフェニュース
味遊カフェは 2012 年のオープンから、この 9 月 15 日で 10 周年を迎えました。
この 10 年、短いような、長いような…たっくさんの楽しいこと、
嬉しいこと、失敗して悔しかったこと…スタッフそれぞれの色ん
な思いが詰まっています。失敗しても、次は頑張ろうと、この
10 年の日々の積み重ねが、大きな自信とやりがいにつながってい
るのではないかと思います。ここまで頑張れたのも、温かい目で
見守ってくれたたくさんのお客様のおかげです。たくさんの感謝
の思いと共に、また新しいスタートを皆で切りたいと思います！

木下の知恵袋
見て感動した」ことが出発点になっていると
いいます。明照会の職員にも、自分の心の中に
今、私たちは毎日の出来事やニュース報道に
ずしんと降りてくる体験があるに違いありませ
晒され、翻弄され続けています。惨めで哀れな
ん。仕事の選択にもつながる経験があると思う
惨劇が世界各地で繰り返されているのは皆さん
のです。このような原体験を大切に育ていくこ
も承知のことだと思います。ロシアとウクライ
とが、人生を豊かにしていくことでしょう。
ナの戦争は一向に収束する気配がないし、アジ
さて、安倍元総理大臣の銃弾による殺人事件
ア全体も力のせめぎ合いの様相が増してきまし
を端緒に、旧統一教会と政治家の関わり方が週
た。酷暑が続いた日本列島。夏特有の水難事は
刊誌やワイドショーの関心事となっています。
相変わらずで悔やまれます。又、幼い子供が虐
私はかつて、浄念寺の森住職から、この団体の
待によって貴い命を奪われてしまっているのも、 教義や世界観について哲学的に考察されたこと
無力感を禁じ得ません。
を住吉寮の指導員時代に伺ったことがあります。
毎年この季節になると、信濃毎日新聞の 1 面に
このカルト教の霊感商法や合同結婚式はいつの
『山ろく清談』が掲載されます。登場人物は著
間にか姿や形を変えていますが、身近なところ
名人ですが、長野県に縁があって夏休みにイン
で息をし続けていたのだと思います。
タビューを受けたものが掲載されます。私は、
今回は、少し暗い記載になりましたが、とも
今年も切り抜きをして時折読んでみたりしてい
かくコロナ禍が一刻も早く収束し、利用者が生
ます。そうするようになったのは横内会長が親
活を楽しめるようになって欲しいと痛感してい
睦会主催の夏期慰労会のスピーチでよく取り上
ます。もうじき十五夜で
げられていたからです。
す。全ての人間にとって等
今年の記事で気をひいたもののひとつに、奈
しく与えられる月影は、人
良大学教授の千田嘉博さんのものがあります。
類平等のシンボルでしょ
千田さんは山城博士で有名で、2016 年ＮＨＫ大
う。それがあるからこそ
河ドラマ「真田丸」で真田丸の城郭考証を務め
「ともいき」が光輝いてく
たこともあります。城郭好きは「中学 1 年生の時
るに違いありません。
に新幹線姫路駅のプラットホームから姫路城を
(8/26 執筆)
グループホーム職員 木下文夫

中堅職員研修開催

法人研修委員会の皆さんが中心となり、階層毎に目的をもって毎年企画・開催
されています。昨今はコロナ禍もあり対面での研修が行えず、オンライン開催が主でした。今回の中堅研修は
感染状況を確認し対策を行い、6 月 20 日集合して行う事ができました。令和 4 年度中堅研修は、連携と意
思決定支援に焦点を当てています。第 1 回は自分の意見の発信と正確な聴き取り、要約し相手に伝える事を
体験してもらいました。今回は、研修内容と研修受講者の声をお届けします。
＊受講者の声(研修終
了後のアンケートより抜粋)

・相手の意見を聴く
事が出来、自分の
仕事をする上で大
切にしたいことが見えました。
・情報を伝え、正しく理解する難しさ、聴いた情報を要約し人に伝える大変さを実際に体験出来ました。
・久しぶりの対面研修で同期職員に会えたことは嬉しかった。今回の研修で改めて自分の仕事に対する向き合
い方を考えさせられました。
・聴いている内容の要点だけまとめる事が非常に難しく感じました。聞く・判断しまとめる力、上げたいと思います。
・相手の話したことを短時間でまとめる事は難しかったけど、要約する事でより伝わる事が分かりました。

リレーコラム

♡癒しのじ・か・ん♡

前回の「ともいきライフ住吉 荻原 悠作さんからバトンを
受け取ったのは甘露保育園の

清野 葵

さんです。

ともいきライフ住吉

小出 葉子

作

ともいきライフ住吉の荻原さんよりバトンを受け取りました、
甘露保育園の清野です。
県外に出ることに気を遣う今、私はハッシュタグをつけては県
内のカフェやお出かけスポットを探し、時々出かけることにはま
っています。特に探していて心が躍るのがサンドウィッチ！分厚
くてきれいな断面に食欲がそそられます。今は SNS で調べればお
しゃれで見栄えの良いおいしい食べ物の情報が沢山見られますよ
ね。そこで、今回は私の特に好きなサンドウィッチのお店をご紹
介します！
①kamoshika stand＠松本市
鯖や山賊焼きなど個性的
な具材のメニューが季節に
応じて沢山あります。
フルーツサンドのフルーツ
が大きくて魅力的です。
ポテトなどのサイドメニュ
ーもおいしいです。
②SANCH ＠長野市
彩り豊かな野菜がぎっし
りで見栄えと食べ応えばっ
ちりです。牛乳パンも有名
で、最近ではツルヤでも売
っていることがあります。
県内 4 店舗の他にもキッチ
ンカーで様々な場所で販売
してることがあるそうです。
③3206 ＠東京-虎ノ門
卵を８個も使用した分厚
いサンドイッチの火付け役
にもなったサンドウィッチ
”デビルサンド”が有名で
す。卵が口いっぱいに広が
る幸せが忘れられません…。
コロナ禍前にモーニングで
行った際、朝でしたが 2 つ
ペロリと食べられました。
食べたい、この目で見た
いと思う食べ物の為なら東
京くらいはすぐに行けてし
まうので、グーグルマップ
の行きたい所リストは日本
中の食べ物のお店でいっぱいです…。もし、皆さんもいつか機会
があれば食べてみてください！
清野さんありがとうございました！さて次回のリレーコラムは･･･

『蓮の音こども園

松原 詩織 さん』です。

よろしくお願いします！

９月を迎え、読書の秋、スポーツの秋、食欲の秋、等々。皆さんはどの秋を堪能していますか。
私は９月 10 日の「中秋の名月」を堪能しました。月と言えば、模様は世界で見え方が違うようです。
日本はウサギが有名ですが、世界ではロバ、ワニ、髪の長い女性、吠えるライオン等々、想像力が
見える模様を変化させています。私の眼に映ったのは「ウサギ」、日本人の想像力を越えません
でした。皆さんはどのような模様が見えたでしょうか。
(塚田)

