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「この年になって気づいた事」

代表理事 杉本彰子

今年私は年女、 7 2歳になります。まさかこの年まで仕事をしているとは思いもせ

ず、老後はのんびり友人達に会いに旅をしようかとも考えていました。でも少しだけ

働き方改革をしていて出勤時間を遅くしたり、昼寝することもあります。朝目覚める

と鳥のさえずりが聞こえます。とても美しい響きです。 4月の終わりに丸子のおそば

屋さんでヤマガラに出会いました。色がきれいで鳴き声もかわいいヤマガラに同行し

た友人も大はしやぎでした。昨年このお店で、この季節にヤマガラをみて一目ぼれし

てしまい、野鳥図鑑を買って調べたりもしていました。

朝ドラ「ちむどんどん」を観てから出社するようになりました。主題歌、三浦大知

さんの歌う「燦燦」という曲が良くて朝からさわやかです。三浦大知さんのダンス、

歌声はずっとフアンでしたが、こんな素晴らしい曲を作るなんて!昨年亡くなったお

ばあちゃんに語りかけているそうです。 「大丈夫だよ、ほらみていて」という歌詞は

おばあちゃんの「大丈夫だよ」といつも励ましてくれていた口癖だったそうです。ち

なみに私は沖縄の歌が好きで、三線や太鼓の演奏会にも出掛けます。

遠くに出掛けなくても身近な花々や木々の移り変わりに感動しています。桜や桃も

今年は見に行ってきました。桜と桃が両側で咲く景色は忘れられません。先日買物に

出掛け、エレベーターの中で出会った若いご夫婦が、 3つ子ちゃんをベビーカーに乗

せていました。まだl歳にもなっていない3人の天使はとてもかわいくて、エレベー

ターの中で急に幸せな気持ちになりました。

コロナ禍でまだできない事がありますし、ウクライナで街が破壊されたり、家族が

離ればなれになったりする光景を観るのは幸いけれども、普通の日常を大切にしなけ

ればと思います。私達には護りたい方がいて、守りたい事もあります。未来を託す子

ども達をお預かりしています。活き生きネットワークでお預かりしているお子さんの

中には、配慮の必要なご家庭が多くなり関係機関との密な連携が必須になりました。

世の中のせいにしたくはありません。母子分離、就学のことなど問題山積みですが、

これからも出会ったご利用者さんに最善の方向性を出させていただきたいと思いま

す。私にはまだやりたい事がたくさんあります。それはとても幸せな事で、スタッフ

に助けてもらいながら皆で考え活動していきたいと思います。おばあちゃんなりに。



我ら活き生き応援団 理事リレー

「必要とする場所へ」

理事 清水康行

(ファームアシスト株式会社取締役)

皆さんこんにちは。コロナ禍が始まってから三度目の夏を迎えようとしています。

最近少しずつですが熱中症の事を考慮して、マスク着用ルールも変わりつつあります

が、仕事の仕方や、買い物をはじめとしたルールは未だにあまり変わっていません。

コロナ禍前までの生活様式に戻れない事での、不安やストレスを感じない日はありま

せん。そんなストレスからか、自殺してしまった芸能人の方のニュースをみて、色々

と考えさせられる事も多く、ましてや自分が応援していた方の自殺はものすごくショ

ックで憂鬱になったりします。なぜ、そのような事になってしまったのか?家族は?

周りに相談できる人はいなかったのか?そんな事ばかり考えてしまいます。そんな時

は決して一人で悩まず、誰かに相談することで気持ちが楽になる事が多くあります。

相談を持ち掛けた方から、なぜそんな事で悩んでいるの?と考え方の違いから問題が

緩和される事も多くあります。

皆さんには、何時でも笑顔で迎えてくれるイキイキさんとの関わりがある方達なの

で、そんな時はイキイキさんに行き、困り事はもちろん、些細なことでも相談してみ

ると良いと思います。

4月23日のフリーマーケットに参加させていただいた時の事です。スタッフの方々

が朝早くから一生懸命準備する姿、お越しになった来賓者への対応、フリーマーケッ

トが終わってからの片付けに取り組む姿勢を見て、なんて良いチームなんだと改めて

感じました。生活様式が変わる中でも、最大限のおもてなしをと一人一人が手を抜く

ことなく出来ることをと考えて行動し、一人でも多くの利用者さんの笑顔が見たいと

行動に移す姿に、私自身も何か手伝える事があったらと心を動かされ元気をいただき

ました。そんなイキイキさんだからこそ、困りごとや相談にも真っ直ぐ向き合い真剣

に答えてくれる場所として、利用者さん達に愛され、必要とされる場所なのだと思い

ます。これからも微力ながら応援させてください。

理事会のお知らせ

7月30目(土) 10:00-12:00

8月25日(木) 18:30-20:00

いきいき研修会(会場はアイセル21)

7月22日(金)内容は未定です

8月19目(金)内容は未定です

場所:アイセル21

場所:未定

*新型コロナ感染症の状態により中止、又は延期などになる事もあります。
内容等はまた攻めてご連絡させていただきます。
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緊急サポートセンター支援スタッフ研修会を行います

令和4年度1回目の研修会を開催します。 (会場はアイセル21 4階45集会室)

病児保育・へ●ピーシツタ一に興味がある方など、どなたでも参加OKです!

1コマでも

参加0旧

日程 内容 講師 

6/29 (水) 

10:00-12:00 オI)エンテーシヨン 
杉本彰子アドバイザー 
認定評0法人活き生きネットワーク代表理事 

13:00へ・15:00 
身体の発育と病気 岡村克美 
一子どもの生理椛的ままだ未熟- 認定肝0法人活き生きわトワーク副理事 

7/1 (金) 

10二00・-12:00 
子どもの避び 大川美佐子 
一子どもが育つ「別のはなし- あそび子育て研究協会中部支部代表 

13:00-15:00 
心の発達とその問題① 稲葉俊彦 
発達障害や不安定な子との関わりについて 静岡市発達障害者交接センターきらり 

7/6 (水) 

10:00-12:00 
子供の栄養と食生活 中谷杏奈 
一病児の栄養・健康管理- 栄養士・調理師 

13:00-15:00 
小児看塊の基礎知識① 大石志津 
ー症例検討を中心に- 県立こども病院看護師 

7/8 (金) 

9:30へ・12:30 
普通救命鶉座Ⅲ 

葵消防署消防OB指導員 
小児、乳幼児、新生児の心配蘇生法・AED 

13二30-15二30 
心の発達とその問題③ 森恵世 
ー乳幼児の心の育ち方と子育て支援- 臨床心理士・公認心理士 

7/13 (水) 

10:00-12:00 子どもに対するコロナ感染症対策 
瀧田真由美 
静岡県看護協会感染管理認定有珠師 

13:00-15:00 サポート事例紹介と意見交換 
緊急サポートセンター事務局 
病児保育室虹いろスタッフ 

7/15 

10:00-12:00 
小児看壕の基礎知識② 定昇裕也 
一子どもの病気とそのケアー 県立こども病院看護師 

13:00-15:00 
保育のこころ 石川すみ江 

(金) 一今どさの子育て事情と変わらない子育て- 静岡中央子育て支援センター所長 

15:00′-15:15 閉鶉式 緊急サポートセンター事務局 

申込みは、緊急サポートセンター054-209-0899まで点 く耕座内容は変わることがあります)

※新型コロナウイルス感染症の流行により延期する場合があります。

放課後等デイサービス「わくわく」トマト植えました。

夏に向けて何かを植えよう!と、昨年は朝顔を植えたので、今年はミニトマトに挑戦!

子ども達も興味津々、スコップで苗が入る深さまで土を掘り、一つ一つ大事に植えました。

それぞれ自分で植えたプランターに「大きくなあれ、大きくなあれ♪」と声をかけながら

お水をあげ、最後はみんなで手を合わせて神頼み(笑)大きく実がなるといいね♪



令和5年

1月開講

(定員1 2名)

いきいき介護職員初任者研修
1月開講に向けて8月より
募集を始めます)

週2コース(水・土)

休職中の方、転職を霜豊の方、介護分野に関心のある方など、どなたでもOK!! 

介護現場で実践経験豊富な講師陣により、介護の基礎的知識・技術、やりがいや

福祉のこころなどを温かな雰囲気でお伝えできるよう研修を進めます。

福祉分野に関心がある方、介護経験のない方の、はじめの一歩を後押しします。

ご家族の介護にも役立つ研修です。ご興味のある方はご連絡ください!

受講の流れ

申込期間

令和4年1〇月1日

!

令和5年1月4日

研修期間 

事前学習 通学学習 

テキスト着から 令和5年1月11日一 

通学初日まで 令和5年3月8日 

受講料

60,〇〇〇円(税込み) *テキスト代7・124円は別途(分割払い出来ます)

通学日程
尊つ

霊霊宝宝器霊宝誤。‥。。 (9。分×。。マ,屯
・第1回はオリエンテーション、第16回は習得度評価・開講式を行います。

・新型コロナウイルス感染対策について、ご協力をお願いします。

会場

事務所隣りいきいき研修室〈静岡市葵区安東1丁目23-1 2)

隣接した喜楽庭などで演習を行います。

お問い合わせ先

丁E」 O54-209-07○○

FAX O54-209-57○○
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保育実習生さんの感想です

保育学部の学生さんが活き生きに2週間、保育実習にきました。午前はのびっこハウス、

午後はわくわくで一生懸命子ども達と向き合ってくれました。感想文を-部紹介します。

私は陣がいのある子どもと関わることが初めてということもあり、初めはどのように接したらよいのか

分からず、支援どころかなかなか積極的に声をかけることもできませんでした。今回の実習では、

毎日違う子どもを担当させていただいたため、慣れることに時間がかかってしまいましたが、その

分、様々な特性の子どもと関わることができました。そして指導していただきながら徐々に支援に

挑戦し、 2週間で本当に多くの支援方法を学ぶことができました。しかし、一人ひとりに応じた支援

を理解して自ら行うことはやはり難しく、学んだパターンを試してみて「この子には何が有効的なの

だろう」と考えながら挑戦しました。上手くいかず苦戦することの方が多かったのですが、様々な

パターンを試しながら支援が成功した時はとても嬉しく達成感を感じました。実習終盤には子ども

と積極的に関わりを持ち、自ら支援に挑戦することができたのでとても満足しています。

コロナ禍のため交流イベントなどを実際に見ることはできませんでしたが、日常の中で適所介護や

生活介護などの利用者様と子どもたちが挨拶を交わしたり、子どもたちのことを微笑ましく見守る

様子を見て、温かい本物の家族のようだと感じました。また各事業所が毎朝報告・連絡を行い、事

業関係なく様々な場面で助け合う様子を見て、本当に法人全体が一つのチームとして動いている

と感じました。 赤羽柚紀(常葉大学保育学部)

藁翠三塁

軽音楽部の
ボーカルという

ことで最終日に
歌を歌ってくれ
ました♪



4月23日フリーマーケットありがとうございました)

4/23(土) 、この日は夏のようにとても暑い日でしたが、 206名の方がフリーマーケットに

お越しいただきました♪今回は室内でお餅を作り、大福とうぐいす餅にしました。他にも

フランクフルトや人参ケーキなど少しずつ食べ物も提供できるようになりました。

本当にたくさんの方が立ち寄ってくださり、たくさんのお話もできて楽しい1日でした。

こうしたイベントが出来ることに感謝です、次回は11月5日(土)の予定です♪

静清信用金庫さんに作品展示させていただきました

昨年の10月と同じように、静清信用金庫安東支店さんに5月の1ヶ月間、作品を展示

させていただきました。生活介護さんはパッチワーク、画用紙工作、木工制作、貼り絵絵画と

個性豊かな作品が出来上がりました♪みなさんに見ていただけることが励みになり、

それぞれの制作スキルも向上しています。放課後等デイのるんるん、にこにこの制作も

可愛くできました♪静清さんありがとうございました♪
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エンジェルハウスのお散歩

お天気のある日、子ども達と静清信用金庫安東支店さんのフードバンクへ寄附をしに

行ってきました♪ 「フードバンクふじのくに」を通じて必要としている人に届けてくれます。

静清さんに着くと周りをキョロキョロ、活き生きのみんなの作品展などを見てまわります。

そしてフードバンクの箱に食品を入れ、静清さんのみなさんが可愛いと言ってくれて

少し恥ずかしそうにしていました♪お礼に風船をもらっていい体験ができました♪

デイサービス喜楽庭のようす

今年も梅の実をいただいたので、梅ジュースをつくりました。美味しくできるといいです。雨の日

にはてるてる坊主をつくりました、昔を思い出したり、懐かしいと言って黙々と個性的なてるてる

坊主が出来ました♪そして城内中学校の生徒さんが手作りの箸置きを持ってきてくれました。

喜楽庭全体で分けて使わせてもらっています♪可愛いリボンの箸置きで皆さんお気に入りです♪



静岡高校定時制の方より、折り紙壁画いただいています♪

以前より、エンジェルハウスとのびっこハウスの子ども達へと、定時制の生徒さんが手作りの

折り紙でつくった壁画を届けてくださっています。子どもが好きでボランティアに来られる

生徒さんもいらっしゃいました。季節に合わせた折り紙を作ってくれてとても可愛いです♪

β∴ゲ音∴ゆ∴タ

「こども食堂赤い羽根バースデイ助成・授産製品応援事業」
NPO法人ウイング・ハートさんよりクッキーをいただきました!

NPO法人ウイング・ハートさんより「こども食堂誕生日会・授産製品応援」として可愛い

クッキーと焼きドーナツをいただきました。静岡県共同募金さんが行っているもので、

2ヶ月に一度、障害福祉サービス事業所で製造する焼き菓子などを届けていただきます。

NPO法人ウイング・ハートさん、ありがとうございました♪

ニューフェイス

5月より育休から復帰しました。 5分の通勤だったのが引っ越しをして20分に。

不安でしたが上の子も新しい学校、下の子は保育園でがんばっているので

母も負けていられません。初めて高齢者デイサービスでの担当ですが、変わ

らず明るく元気に皆さんに負けないよう頑張りたいと思います。 上原悠香(デイサービス膏薬庭)

編集後記

家のリフォームをしています。その間は近くに引っ越し、犬を実家に預けて

慣れない家に落ち着かない日々です。ようやぐ慣れてきた頃、また引っ越し。

人生で9度目の引っ越しですが、引っ越しは嫌いじやないです(笑)

引っ越しはいい断捨離になりますので、運気UPしたいですか 森藤教
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