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社会福祉法人　路交館 理事長

あすなろ（おうち）　夜桜を見に行きました。
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北丘聖愛園
きりんぐみ（5歳児）　桜の木の下で桜餅を食べてお花見！

豊新聖愛園　満開の桜の下で‥

稲 葉 　 隆韓国民主化　100周年記念式典に参加して
2019 年、２月の終わりから３月の頭にかけて、韓国の障が

い者系事業所との交流のために韓国を訪問しました。訪問中
の３月１日は、1919 年に日本の朝鮮半島統治に抵抗して起き
た「三・一独立運動」の 100 周年に当たる１日で、ソウル中
心部の光化門（クァンファムン）広場で開かれた式典では、
文在寅（ムン・ジェイン）大統領が約１万人の市民を前に演
説するという、非常に大規模な記念式典が行われました。
この日は韓国全土で国をあげての記念式典がおこなわれて
おり、私もソウルで行われた記念式典に 1時間ほど参加させ
てもらいました。

式典はもちろん韓国語で行われ、韓国語がわからない私に
は、何が語られているのかわかりませんでしたが、同行して
いただいた通訳の方にところどころ訳してもらいながらの参
加となりました。この式典には、老若男女問わず多くの韓国
市民が参加しており、その参加者の人々の表情と、一体感から、
この式典に参加する韓国市民の大きなエネルギーを感じまし
た。

はずかしながら、私はお隣の国でありながら韓国の歴史に
ついてはほんの一部しか知りませんでした。幸運にも再度韓
国に行く機会があり、これを良い機会と、韓国の歴史を学ぶ
べく、戦争記念館や歴史博物館などをまわりました。

そこで学んだ韓国の歴史
は、植民地化と戦争の繰り返
しの歴史でありました。
中国からの侵略を何度も受
け、近代においては、アメリ
カやソ連の介入を受けて南北
に分かれてしまう結果となっ
ています。
ですが、そのような植民地

化と戦争、貧困と独裁を韓国は克服し、奇跡のような経済成
長を成し遂げました。韓国市民は、沢山の革命と民主抗争、
民主化運動を通して、普通の一般市民が一人一人の力と方法
で自分たちの民主共和国を作り出しました。
その力の原点は「三・一独立運動」の精神であり、民主主
義の危機を迎える度に、その精神が市民の間によみがえった
そうです。

文在寅（ムン・ジェイン）大統領がその演説の中で、
・間違った過去を省察するときに私たちは共に未来へと歩ん
でいける。
・考察は未来志向的に行わ
れなければならない。
　ということを語られてい
ました。

国レベルの大きな話ではあ
りませんが、我々も日々の生
活の中で、起こった出来事を
変えることは出来ませんが、
その出来事の意味を考え直し
て前に進んでいくことは出来ると思います。その意味を考え
直すとき、共に考える仲間が必要であり、多様性が必要だと
感じました。

韓国国民が独立にかけるエネルギー、その思いは長い弾圧
の歴史から生み出されたものであり、韓国民衆の意識の高さ
と、市民運動の力に圧倒される思いでした。
路交館はその市民運動の力の源流と路交館が掲げる「共同
体」在り様を学ぶべく韓国と交流を行っています。まだまだ
学ぶべきことは沢山あり、今後も韓国との交流を大切に続け
ていきたいと感じました。
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幼保連携型認定こども園　北丘聖愛園

　井本敏子園長の後任として北丘聖愛園　園長に就任いたしました。
　私は他の保育園での勤務経験をへて路交館に勤務して23年余りにとなります。
　はじめに聖愛園で３・4・5歳児のたてわりクラスの担任となりました。
　今まで経験したことがない異年齢児・そしてその中には障がいを持つこどももいるクラスはどんな感じなの
だろうと様子を見ていると、クラスの中にはグループがあり5歳児のこどもがグループのこどもたちに声をかけ
リードし、3歳児、4歳児のお世話をする姿が見かけられました。5歳児のこどもが自分のグループをリードする中
で少し強引になったり自分勝手になると周りから不満がでて喧嘩になったりしていました。そんな時にはグルー
プでの話し合いの始まりです。お互いの気持ちを伝えあい何処で折り合いをつけていくのかをみんなで考えます。私はその問題の解決
までの過程が大人の社会と同じようにあることを知りました。また、３・４歳児が5歳児に憧れの気持ちを持つ姿があり、慕われるこ
とで頑張り自信をもつようになること。目には見えない秘めた力が他者によって引き出される姿を見て“ここにはこどもの社会がある”
とおもしろさと感動を感じました。
　2015年度4月より幼保連携型認定こども園　北丘聖愛園へ異動となり、統括主任、副園長を経て今年度から園長となりました。北
丘聖愛園は豊中市にあり、広い園庭に緑豊かな環境の中で四季折々の季節をからだで感じながら、教育・保育を行い、地域の子育て支
援も積極的に行っております。今後ともよろしくお願いいたします。 北丘聖愛園園長　新山妙子

桜の園入社式をしました。

　3月28日㈭に桜の園入社式をしました。今年度は２名の新入社員を迎えるため、約１か月前
ぐらいから先輩職員数人が入社式委員として来賓の方への出席依頼や司会に始まり、いろんな
準備をがんばってくれました。
　当日は生活メンバー、就労メンバー60名弱のメンバーで盛大に迎え入れました。
　初めは緊張していた新入社員も辞令書をもらったときには「がんばります。」と自分の言葉で
言ったりしてくれました。
恒例の輪唱になると時間も経ってきたのもあるのか少し笑顔も出てきていました。
　式の後にはおいしい入社式特別メニューを食べて大満足な入社式になりました。

文責：西岡祐樹　

うぃず守口・滝井合同入社式をしました！

　4月3日㈬にうぃず守口・滝井合同入社式が開催されました。今年度はうぃず滝井に5名の新
人メンバーを迎えました。昨年度より大きなホールでの開催になり、先輩メンバーも少し緊張
した面持ちで新しい仲間を迎えてくれました。辞令書を受け取った新人メンバーがそれぞれ意
気込みを語ってくれ、それに応える様に先輩メンバーからはあたたかい歓迎のことばを伝えて
くれました。恒例になった歓迎セレモニーも盛り上がり、気持ちも新たに新しい年度を迎える
行事となりました。　　文責：牧　愛美

生活介護事業 ウィリッシュ 2019年度入社式

　ウィリッシュには今年度３名の方が入社され、今年度は38名のメンバーでス
タートしています。ガムの箱詰めの軽作業、布おむつのたたみ作業、不動産会社
のチラシ配りの仕事を、３つの班に分かれておこなっています。今年度の班メン
バー構成は、メンバーたち自身で決めたもの。今年度は１つ１つのことをメンバー
と一緒に考えていける１年にしていきたいと思います。

文責：樫本 勝一

～園長あいさつ～

～2019年度　入社式～
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幼保連携型認定子ども園　聖愛園

　卒園おめでとうございます。そして、小学校入学おめでとうご
ざいます！聖愛園からは34名の子どもたちが巣立っていきまし
た。いつも一生懸命な子どもたちに、私たちはたくさんの元気や
勇気をもらいました。これからも、いろんなことにチャレンジし
ていってくださいね。いつまでも応援しています。

東淡路子ども館つくしクラブ

　2018年度は20人の3年生が卒室しました！
人数も多く3年生同士でケンカすることもありましたが、1，2年生
から頼られるかっこいい3年生でした！
　高学年になってもいっぱい楽しいことを経験していってほしい
なと思います！

東淡路子ども館杉の子クラブ

　杉の子クラブでは2人の6年生が卒室しました！
聖愛園から杉の子までの約10年。色んな思い出ができたかなと
思います。
　杉の子で過ごした思い出を大事に、中学生になってもたくさん
のことにチャレンジしていってほしいです。

幼保連携型認定こども園　北丘聖愛園

　北丘聖愛園のきりんぐみ（5歳児）35名が素敵な笑顔いっぱい
に北丘聖愛園を卒園しました。
小学校に行っても友だちと楽しく過ごして、思い出をたくさんつ
くってね！
卒園おめでとうございます！

幼保連携型認定こども園　豊新聖愛園

　ゆりさんそつえんおめでとう！
13人の力を合わせてたくさんのことを乗り越えて心も体も大き
く成長しましたね。
一人ひとりが持っている素敵なところを大切に自信を持って小学
校に羽ばたいていって下さい。

2018年度ポプラ卒室式

　3月9日㈯に2018年度ポプラ卒室式を行いました。今年の卒室
生は1名。大好きな阪急電車の出発音と共に、ポプラを後にしま
した。新しく社会人として、ポプラの思い出を胸に頑張って！と
送り出しました。

～❀卒園❀　卒室❀おめでとう❀～
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5月31日㈮～6月1日㈯　園内一泊保育
6月14日㈮ お茶会(地子セ)
6月20日㈭ 子育て講座「離乳食」
6月21日金～22日土　園外一泊保育
7月6日㈯ 夕涼み会
8月7日㈬ おうち屋台屋ごっこ
8月30日㈮ おうち花火大会
8月31日㈯ おまつりごっこ(地子セ)
8月31日㈯ ５歳児親子遠足
9月6日㈮ ２歳児親子遠足
9月13日㈮ 敬老の日の集い
9月20日㈮ おうちお月見会

6月15日㈯ つくしミニバザー
7月13日㈯ 摂津峡川遊び
7月25日㈭～27日土　つくしキャンプ
8月1日㈭～3日㈯　杉の子キャンプ

6月14日㈮ 移動動物園
7月5日㈮・6日㈯　たてわりサマーキャンプ
7月20日㈯ 納涼会
9月13日㈮ 敬老の日の集い

6月29日㈯・30日㈰　夜間保育経験交流研修会

7月5日㈮ 七夕集会
7月20日㈯ 豊新夏祭り

8月1日㈭・2日㈮　５歳児びわこ一泊保育
8月24日㈯ おひさま・そらやんちゃっこ広場

9月12日㈭ 敬老の日の集い
9月13日㈮ お月見集会
9月28日㈯ うんどうかい道具作り

豊新つくしクラブ
8月2日㈭・3日㈮　びわこサマーキャンプ

6月10日㈪～7月11日㈭　花交流
7月19日㈮ 地域交流
7月27日㈯ プール活動
8月4日㈯ 八雲祭り
9月12日㈭、13日㈮　宿泊旅行

パン工房
桜の園店頭販売　毎週水曜日11時～14時
守口市役所　ふれあい広場　

毎週火曜日11時～13時（変更あり）
イオン古川橋販売　毎週木曜日11時～14時
東部コミュニティー販売、
ピアニシモ（守口市内老人ホーム）販売　月２回

北丘聖愛園　保護者様向け販売
　5月10日㈮16時～18時

（奇数月、第二金曜日で販売予定）
お問い合わせ：06-6992-0697（担当・森田）

編集後記
　寒暖差の激しい3月4月でしたが、桜の花が綺麗に咲きお花見も楽しめましたね。そしてあっという間
に春も過ぎて夏が迫ってきていますね。今年度も路交館での様々な行事や取り組み、話題をあいどるでお
届けしていきます。 編集担当　あいどる委員　大屋・木野

　路交館後援会へ加入のお願いです。会費は一口 2,000 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、各施設の施設・設備整備、借入金の返済等に使わせていただきます。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★

聖愛園・あすなろ（おうち）・地域子育てセンター

東淡路子ども館

桜 の 園北 丘 聖 愛 園

豊 新 聖 愛 園

２０１２年度
聖愛園・北丘聖愛園

・豊新聖愛園を卒園したみなさん
小学校の卒業・中学校の入学おめでとうございます。

ウィリッシュ　新たな挑戦！！
　消しゴム班としてスタートしましたが肝心の内職
が来ない事で苦戦していました。
　飛び込みでCentury21さんに「お仕事を頂けま
せんか？」と尋ねた所快く承諾して頂きポスティン
グの仕事をすることになりました。
　地域に出て仕事をしていく上で地域の方に出会う
事も多くウィリッシュの看板を背負っていると実感
するところで地域の人に出会ったら挨拶をして「チ
ラシを入れさせて頂きます」と声を掛けながら投函
させて頂いています。

★好きな遊びランキング★　～淡路聖愛園編～
聖愛園の子どもたちの好きな遊びのランキングを作りました！
数ある遊びの中から各年齢の第１位に輝いた遊びを紹介します！

１,２歳児・・・・・・・・・・・パズル

３,４,５歳児・・・・・・・・椅子とりゲーム

おうち・・・・・・・・・・・・・秘密基地作り

つくしクラブ・・・・・・・・・ドッチボール

いつも真剣！
おともだちと協力して
　　　　　　完成させたりもしますよ☆

負けると悔しくて
　　泣いちゃうくらい本気で
　　　　　　　　楽しんでいますよ♪

段ボールで秘密基地作り！

　　家やお化け屋敷のときもあります♪

泣いたら負けの全力ドッジ！

　　　学年バラバラで楽しんでいます！


