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北丘　敬老の日の集い
これからもいっぱいあそんでね！！

紙コップで『ロケット作り』
かっこよく作れるかな♪

わかくさまつり
（ホップ・ステップ さくら

んぼwith ポプラ）

豊新 １０周年記念フレームで「はい、 チーズ！」 淡路　あかちゃんてかわいいな～。
ミルクいっぱい飲んでね。

桜の園　
キャンプで焼きマシュマロおいしそう!!

北丘

わかくさ

おじいちゃん、 おばあちゃん　だいすきだよ！

みんなで『サカナ釣りゲーム』
たくさん魚を釣っちゃうぞ♪



あいどる　（社会福祉法人　路　交　館　広報誌）　2015年秋号

－2－

　3.4.5歳児のたてわりでは、うんどう会に向けて毎日取り組んでいます！グループ競技、リレー、年齢別の競技もあ
りますが、どの競技も友だちと力を合わせて練習をしています。子ども達一人ひとりが輝くうんどう会！楽しみにし
ていてくださいね♪

　0歳児の子ども達は、大好きなお父さん・お母さんと一緒に初めてのうんどう会に出ます☆　普段の保育の中でも
やっている、子ども達も大好きなふれあい遊びを大きなうんどう会の舞台でもみんなで楽しみたいと思います！！

　普段の年齢別活動で、クラスではなかなか経験出来ない活動をしてきた2歳児（ほしさん）の子どもたち！！
今回は、大好きな保護者の方と一緒に伊丹スカイパークへ親子遠足に行って来ました☆
うんどう会では、間近で見て大興奮だった飛行機に一人ひとりがなりきって表現しますよ。
両手をピンと張って、元気いっぱい走る姿がとっても輝いています！！
飛行機の他にも、子ども達が大好きなリトミックで、身体をいっぱい動かして表現しています☆

文責　阪口　育

文責　芦井　清

文責　向濱 知里



あいどる　（社会福祉法人　路　交　館　広報誌）　2015年秋号

－3－

　学童つくしクラブでは、赤白の２チームに分かれてうんどう会の練習に取り組んでいます！チームの友だちと協力
して競技に臨みます☆
　メインとも言えるリレーの
練習では、速く走る練習、バ
トンを上手く渡す練習など、
子どもたちで勝つための作戦
を考えながら自主的に練習を
行っています。
　他にも応援合戦の曲選びや
ダンスの練習なども進み、子
どもたちの気持ちは盛り上
がっていますよ！

　おうち保育では9月18日㈮に秋の行事、『親子でお月見会』をしました。子どもたちとは、お月見会に向けて毎日
夕食前にスタンツの練習をして過ごしました。当日、お父さん・お母さん・おじいちゃん・おばあちゃん・たくさん
の人の前で緊張してしまう子もいましたが、みんなの前に立って頑張っていました！保護者参加のゲームでは、恥ず
かしそうにしていたお父さん、お母さんでしたが、裏方の小学生の応援やアドバイスのおかげで和やかなムードとな
り、たくさんの笑顔が見られたお月見会となりました。

9/5㈯に地域に向けておまつりごっこをしました。
　色んな行事と重なっていたようで参加は少なかったですが、のんびり満喫して頂け
たようです。一時保育を利用しているお母さんにもお店をお手伝いして頂きました。

文責　福井　優子

文責：森沖

文責　岡本智寛
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　さんまをみる事を朝から楽しみにしていた子どもたち。実際にさ
んまがくると、大人が持っているおぼんをのぞきこみ「なに？」
「なんかにおいする」と興味津々。さんまについて話をした後、各
グループの机におぼんにのせたさんまを置くとまず「においをか
ぐ！」と椅子から立ち順番ににおいをかいでいました。その時、1人
の子どもがさんまを見て「とびうおや！」の一言にみんなが大笑
い！「確かに似てる」との声もあったり、「これはさんまやで！頭
がよくなるんだよ」と魚博士もいましたよ。
　翌日、給食にさんまがでてくると「きたー！」とお皿にのったさ
んまを見て嬉しそな子どもたち。骨をきれいにとれたよとみんなで
報告し合っていました。

文責　鍋島　美樹

　9月3・4日に1泊で神戸のしあわせの村へ旅行に行ってきました。1日目のプールはバリアフリーの施設で利用しや
すく、みなさん楽しまれたようでした。夜の宴会では旅行に向けて各クラスで練習してきた歌やダンスを披露しまし
た。職員もメンバーさんもとても良い笑顔で、一緒になって楽しめたと思います。2日目はお天気にも恵まれ、芝生
広場でクラス対抗のスポーツ大会でボール回しやリレーをしました。ボール回しの際に1人のメンバーさんが「やら
ない！」と言って芝生に寝転んでいたのですが、すでに1列に並んで待っていたクラスのメンバーさん達がその方の
ところまで移動し並び直してくれました。そのおかげで全員でボール回しに参加することができ、見事優勝すること
ができました。
　わたしは今回初めて旅行に参加したのですが、普段の活動では見られないメンバーさんの姿や表情をたくさん見る
ことができました。何度も旅行を経験されているメンバーさん達が様々な場面で協力してくれたおかげで楽しい2日
間になりました。

　文責　福手　瑞希

　今年は、初めて就労メンバーだけでキャンプをしました。テントに泊まったことがない方が多く
ドキドキの宿泊でしたがキャンプファイヤーもしてたいへん盛り上がりました。　何人かの方は緊張したのか寝れな
かった様子でした。２日目の昼食には、みんなでカレーを作りましたが事前に練習をしていたので段取り通り作れて
おいしく食べました。焼きマシュマロもしましたが、「熱い！」と悪戦苦闘されてましたがチョコをつけて「おいし
い！」と夢中で食べられていました。
また、キャンプをしたいか聞くと1人方は、「クーラーもテレビもライトもないから、もういいです。」
と言われましたがまたやりたいと言ってもらえた方もおられ、是非来年もしたいと思いました。

文責　原田　貴司
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　９月４日５日と姫路へメンバー旅行に行ってきました。92名の大旅行でしたが、今年は特に普段活動しているグ
ループで行動する事を意識して、更に仲間意識を高めること
ができました。
　１日目は姫路で昼食後、姫路城をバックに記念撮影。その
後太陽公園へ。「城のエリア」ではトリックアートの展示が
あります。自由に見学したり、ソフトクリームを食べたりし
ていました。「石のエリア」では、「凱旋門」や「万里の長
城」のオブジェがあり、記念撮影したり、見学したりして楽
しんでいました。
　宿泊は「ホテル夢乃井」。夕食時には宴会芸で盛り上がり
ました。マジックあり踊りありと、事業の垣根を越えて交流しました。大浴場もチームでゆっくり楽しめました。
　２日目はお楽しみの「姫路セントラルパーク」。バスのままサファリゾーンで動物を見た後、遊園地へ。乗り物に
乗ったり買い物をしたりと旅行の醍醐味を味わいました。
　楽しい時間が過ぎていく寂しさからか、帰りの時間に間に合わず、遅れるハプニングもありましたが、大きなけが
やトラブルもなく旅行を終えることができました。
　グループで行動する事や、仲間意識をつくるためのチームの大切さがわかりました。　　　　　　　　　　　　　 
　最後に、お忙しい中応援に入って下さったウィリッシュ、ポプラ、うぃるはうすのスタッフの皆様ありがとうござ
いました。おかげで楽しい旅行になりました。　　　　　　　　　（文責　うぃず守口　松阪　直哉）

　クロスロードとは、多機能事業所　うぃず守口の就労継続B型事業が運営する、カフェと工房です。主に、焼き菓
子やクッキーを販売しております。正直、
高いとはいえない工賃でメンバーさん達は
日々働いています。そこで、今年度もっと
皆様に知ってもらおう！！味わってもらお
う！！買ってもらおう！！
　全ては、メンバーさん達の工賃を、５円
でも10円でもアップする為に！！
　その事で、メンバーさん達がもっと仕事
に対してやりがいが持て、生きやすくなるために！！職員もメンバーも更に頑張っていきたいと思っています。今後
ともご支援、ご協力をいただけますようよろしくお願いいたします。

ご注文につきましてはうぃず守口　クロスロード
TEL　06－6996－1751
FaX　06－6996－1745

徳野　濱本までお問い合わせ下さい。

　8月29日土曜日、「10周年だよ！全員集合!!」を合言葉
に、豊新聖愛園開所10周年記念の夏祭りが行われました。
　ヨーヨーつり、うきうきすくい、くじびき、１円玉落と
し、食事コーナーなどなど、模擬店に加えてビンゴ大会も
盛り上がりました。豊新つくしのこどもたち、クラスの保
護者、桜の園さん、ほっとさんの出店もあり、楽しいやり
とりの中、模擬店を支えてくれました。

　夏祭りは、200人強のお客さんでおおにぎわいになりま
した。中学３年生になった一期生の卒園児は、少しはにか
みながらも一緒に卒園した友だちと連絡を取り合って来て
くれたとか。大きくなってもつながっている仲間って、い
いですね。在園児だけではなく卒園児ともたくさんの交流
ができ、話に花が咲いていました。笑顔いっぱいの夏の思
い出になりました☆

文責　関　美沙子
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編集後記
　11月3日は路交館フェスタがあります。各施設からお店を出したり楽しいゲームも盛りだくさんですの

で、ぜひお越しくださいね。皆様に会えることを、楽しみにしています！

編集担当　あいどる委員　藤原・宮下

　路交館後援会へ加入のお願いです。会費は一口 1,500 円からで、あいどるの郵送料などに使わせていただき
ます。後援会費は入金日より 1年間有効です。ご協力のほどよろしくお願いします。
　また、当法人の保育・活動にご賛同・ご支援いただける法人・団体・個人の皆様からのご寄附の協力をお願
いしています。お寄せいただいた寄附金は、利用者の皆様への更なるサービスの充実、各施設の施設・設備整
備等に使わせていただきます。桜の園が建替工事中です。ぜひとも、皆様からの暖かいご支援・ご援助を心か
らお願い申し上げます。
※どちらも同封の払込用紙を使っていただければ、手数料は当法人負担になります。

★後援会加入＆寄附のお願い★

11月6日㈮ 秋の遠足
11月12日㈭ おうち屋台やさんごっこ
11月19日㈭ おうちお店屋さんごっこ
11月27日㈮ 影絵観賞会（おうち）

12月11日㈮ 3.4.5歳児生活発表会
12月14日㈪ 地子せクリスマス会
12月22日㈫ 聖愛園クリスマス会
12月24日㈭ おうちクリスマスディナー
12月25日㈮ おうちクリスマス会

1月9日㈯ 新春もちつき大会
1月16日㈯ 0.1.2.歳児生活発表会
1月21日㈭ おうちワクワクデイ
1月23日㈯ 5歳児ふれあいコンサート

11月25日㈬ 発表会　乳児リハーサル
11月26日㈭ 発表会　幼児リハーサル

12月5日㈯ 生活発表会
12月11日㈮ 大根炊き
12月15日㈫ 地域クリスマス会
12月18日㈮ クリスマス会
12月28日㈪ 大掃除
12月29日㈫～1月3日㈰
 冬期休園日

11月28日㈯ 発表会道具作り

12月12日㈯ 生活発表会
12月21日㈪ ゆず風呂
12月22日㈫ クリスマス会
12月29日㈫～1月3日㈰
 冬期休園日

12月19日㈯ つくしフェスタ

1月30日㈯～31日㈰ つくし思い出旅行

ポプラ
11月14日㈯  外出活動

12月19日㈯  ポプラ個展
1月17日㈰  摂津淀川マラソン大会

さくらんぼルーム
12月中旬 クリスマス会

11月1日㈰ 守口市民まつり
11月15日㈰ 公民館祭（北部公民館）

聖 愛 園・地 子 セ・あ す な ろ 子 ど も 館北 丘 聖 愛 園

豊 新 聖 愛 園

わ か く さ

桜 の 園

合挽肉…………… 70g
かぼちゃ………… 300g
じゃが芋………… 200g
玉葱……… 70g（小1/2）
人参…… 40ｇ（小1/5）
塩………… 小さじ1/2
コショウ………… 少々
小麦粉…………… 適量
卵………………… １コ パン粉…………… 適量

サラダ油………… 適量

かぼちゃ…… 200g（中1/8）
塩・コショウ …………少々
マヨネーズ 24g（大さじ1.5）
玉葱… 8g（大さじ1ぐらい）

パンプキンコロッケ（約４人分） かぼちゃサラダ（約４人分）

136号のお詫びと訂正 8月に配布したあいどるに
間違いがありました。

11月3日（火）路交館フェスタ

①かぼちゃは蒸して、熱いうちにつぶす。
②じゃが芋は蒸して、熱いうちにつぶす。
 （ゆでても良い）
③玉葱と人参はみじん切りにする。
④油を熱し、玉葱がきつね色になるまでよく炒め、人参・合挽肉も炒める。
⑤④が炒まったら、塩・コショウをふり、味をととのえる。
⑥①②が冷めないうちに、混ぜ合わせ、⑤を混ぜる。
⑦１個ずつに分けて、形を整える。小麦粉・卵・パン粉の順に衣をつける。
⑧高温の油（200℃）で揚げる。（低温でゆっくり揚げると割れてしまいます。）

①かぼちゃは種をとり、やわらかくなるまで、蒸す。
②玉葱はうすく、スライスし、熱湯をかけて、冷まして
おく。
③①が熱いうちに、皮をとり、つぶす。
（お好みで、皮がついてても良い）
④かぼちゃが冷めたら、②を混ぜ、塩・コショウ・マヨネー
ズで和え、味をととのえる。

幼保連携型認定子ども園 ⇒ 幼保連携型認定こども園

材 料 材 料


