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がことのように感じる」とうかがいま

す。
「私に何かあった場合にわが子はど

うなるのか、グループホームをずっと利

用することはできるのか」等の質問を
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人生は思い出づくり

「人生は思い出づくりのためにある」

年が過 ぎ、

26

という言葉を見掛けたことがあります。

カナンの園の職員になって

ののさわ事業所に来て３年目になりま
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前はもっと活 発に活 動していた方 だっ

た…」と聞 くことも 多 くあります。一

人一人の個別支援計画に健康面への配

慮や、介護に関わる記述が占める割合

が多いことも現実です。

歳を重ねるということは「これまで

の時間」が積み上げられていくだけで

はなく「 残された時間 」が減っていく

ことでもあります。
「もっと家族と会う

機 会が作れたのでは…もっと何かでき

たのではないか…」と感じることも多々

あり、親を亡くした利用者さんの気持

ち、わが子を残して別れなくてはなら

ない親御さんの気持ちを考える機会が

増えています。
「思い出づくり」のお手

伝いをし、ご本 人にとっても、ご家 族

にとっても、一度きりのかけがえのない

人生を、しっかり支えていきたいと思っ

ています。

奥中山生活支援部ののさわ事業所
所長

浅沼俊一

なか踏み切れない現状のようです。

また、利用者さんについても、高齢

化は現実のものとなっています。身 体

の衰えが実年齢を上回って進む方も多

く、長 く 関 わっている職 員からは「 以

旧入所施設の建物を
解体するにあたり、
感謝の気持ちを込めて
ご家族と共に
お別れ会を行いました。

受けることも多く、切実な不安を感じ

ている方が多いのだと思います。
「親亡

小さき群の里30周年記念のとき
の親子旅行の写真です。

した。ののさわ事 業 所にいて改めて思

うことは「高齢化」に直面していると

いうことです。だからこそ、一人一人の

き後」について成年後見制度などの研

修会が実施されることも多くなりまし

たが、いざ利用開 始となるには、なか

6名の利用者さんが生活している
グループホームです。

「人生」について考えていかなければ、

と思っています。

ののさわ 事 業 所は、６つのグループ

ホームからなる事 業 所で、利用者さん

の多くは、幼少期からカナンの園を利

用してきた方々です。ご家族と離れて

暮らす年月を重ね、親御さんは、皆さ

ん揃って高 齢者といわれる年 代です。

近年は、親御さんの訃報を聞くことも

多く、障がいを持つわが子と離れて暮

らす者同士の深いつながりを長年持っ

てきた方々にとって「 仲 間の訃 報 はわ
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●お知らせ
●――――カナンの園で働きませんか。
社会福祉法人カナンの園では、2020年度新規採用職員を募集してい
ます。
カナンの園を利用する方々お一人お一人に、健康で豊かな人生を、
の園の務めです。そして、それを具体的に支える職員にとって、働きた

募集人数

あとがき

支援職員 ５名
事務員

初任給

い職場、働きやすい職場、働き続けられる職場を目指したい、と労働環

１名

大卒 185,479円～207,563円
賞与 年3回 計4.07カ月

舞い申し上げると共に、１日も早い復旧や復興、 を馳せながら語る」ことが大切だと、この

日本列島が再び大自然の猛威によって傷つ

そして回復を祈っております。

き、多くの方々のいのちが、人生が、そして日々
の暮らしが脅かされました。

仕事を通して学んできました。静かな日常

８年前の東日本大震災・津波のときに「被

を生きる大切な個々人の暮らしも、そのお

災者」
「被災地」とひとくくりで語られることが

一人お一人が生きる社会の在り方も、この

カナンの園でも、台風19号の突風により、ヒ

多かったのですが、被災したお一人お一人の

バランス感覚を失う中で偏りが生じていき

ソプ工房の建物の屋根の一部がめくれ上がり、

状況をうかがう中で、この「ひとくくり」に違

ます。

飛散した資材でお隣の住宅や公用車に傷をつ

和感を持ちました。
「障害者」とひとくくりで

人は、苦しみや悲しみ、困難な状況に置

けてしまう事態が起きました。また、沿岸にあ

語ろうとすることの多い社会への違和感と重な

かれている隣人と出会い、その肩の荷を少

る実家が浸水した職員もおります。台風15号

り合うものでした。

しでも軽くしたいと願うとき、自分の中にや

や近年各地で起きている自然災害も含め、身

私（たち）は、
「個人を語るときには、背景

るべきことが見え、内から力が湧いてきま

近の方にも、被害に遭われた方がおられること

にある全体像に目を向けつつ語り、全体を語る

す。この力が「共に生きる社会」の実現へ

と思います。全ての被災した方々に心よりお見

ときには、そこにいるお一人お一人の姿に思い

の力となると信じています。 （佐藤真名）

Scope
&
Spot

生活支援センターのグループホームで暮らし、一戸
製材所に勤め37年目の田口福松さん。写真のように木
材は大きく重いため、力と根気のいる作業です。長年
勤めている福松さんだからできることだと一戸製材所の
社長さんからうかがいました。そんな福松さんのお仕事
で完成した資材は、いろいろな場所で使われ、カナン
の園小さき群の里の新築工事でも使われました。

●機関誌「カナンの園」では、読者の皆さまからの声もお待ちしております。機関誌カナンの園に対するご意見、ご感想を、事務局までお寄せ下さい。

カナンの園法人事務局
〒028-5133
岩手県二戸郡一戸町中山
字大塚4番地7
TEL 0195（36）1026
FAX 0195（36）1027
郵便振替 02330-6-6631
http://www.canaan-jp.net/
E-mail/honbu@canaan-jp.net

社会福祉法人カナンの園
福祉型障害児入所施設 奥中山学園
☎0195-35-2314 FAX 0195-35-3406

就労継続支援B型事業所 ウィズ
☎0195-36-1120 FAX 0195-36-1121

多機能型事業所 ゆいまぁる
☎0195-35-2314 FAX 0195-35-3406

就労継続支援A型事業所 カナン牧場
☎0195-35-2583 FAX 0195-35-3145

多機能型事業所 小さき群の里
☎0195-35-3080 FAX 0195-35-2780

共同生活援助事業所 美空
（グループホーム１～10）
☎0195-35-3844 FAX 0195-35-3840

共同生活援助事業所 ののさわ
（グループホーム１～６）
☎0195-35-2232 FAX 0195-35-3405
生活介護事業所 ヒソプ工房
☎019-646-8581 FAX 019-646-8582
共同生活援助事業所 HANA
（盛岡地区グループホーム１～６）
☎019-646-8581 FAX 019-646-8582
特定相談支援事業所 らぽーる
☎019-656-6863 FAX 019-656-0553
生活介護事業所 シャローム
☎0195-35-2883 FAX 0195-35-2884

本誌は再生紙を使用しています。

1

募集要項は、カナンの園のホームページをご覧になるか、下記事務局
へお問い合わせください。

とさまざまな形で関わり、お支えすることを最優先に考えるのが、カナン

ホームページ
No.129
発行日／2019年11月15日
編集／社会福祉法人カナンの園
〒028-5133 岩手県二戸郡一戸町
中山字大塚4番地7
TEL 0195（36）1026
FAX 0195（36）1027
ホームページ
http://www.canaan-jp.net/
E-mail/honbu@canaan-jp.net

境を整えています。見学や相談から始めることをお薦めします。

居宅介護事業所 れもん
☎0195-35-3844 FAX 0195-35-3840
障害児相談・特定相談支援事業所 むつび
☎0195-35-3665 FAX 0195-35-3840
多機能型事業所 となんカナン
☎019-681-3004 FAX 019-637-2601
カナン市場（カナンの園商品一括取扱所）
☎019-639-3120 FAX 019-637-2601
学校法人カナン学園

三愛学舎（特別支援学校高等部・知的）
☎0195-35-2231 FAX 0195-35-2781
8

特集

一緒に遊ぶ。
一緒に育つ。
さまざまな才能と可能性の芽を持っている子どもたち。
その芽を育てる責任は大人と社会が担っています。
自分は一人ではなく、誰かに支えてもらっている。
自分がこの世に存在するがゆえに、誰かの助けになっている。
そうやって命をつないでいくんだよと子どもに教えたい。

とを生活に準備します。

が少し背 伸 びをしてチャレンジするこ

ることを子どもと一緒に行う。子ども

（奥中山学園園長 岡﨑俊彦）

時代の歯車は「大切にする」
「丁寧・

ると思います。

そんな思いで奥中山学園の取り組みを紹介していきたいと思います。

未来は子どもの中に
じっくり」ということからは逆行してい
て 楽 しみ、やった後 は、思い出・余 韻

「みんな違ってみんないい」とよく耳
そんな世の中の流れの中で、何か一つ
を楽しむ。子どもたちが自分で選べる

物事は、準備から楽しみ、一緒にやっ

当たり前なのに、それを強調しなけれ
でも動き出し、大切にし続け、次世代
ようになるまで、たくさんチャレンジさ

るように見えます。

ばいけないほど「 違い」を受け入れる
に受け 継いでいきたい。入所、通 所、

にします。そもそも人は一人一人違って

のが困 難な世の中になってきているよ
せてあげたいと思います。

ときに、子どもたちは、何かにつま

を整えることをし、大きな運動から手

睡眠、食事、排泄というような身体
そのときの気持ちを乗り越えられるよ

普段から肯定感を育てたり、とにかく

できないことを受け入れられるよう、

のときを持ちました。子どもたちには

の関わりの基本にしています。

に乗り越える。これらを私たちは人と

困ったときは解 決まで寄り 添い一緒

一緒に、みんなで喜ぶ。

備する。子どもを励まし、喜ぶときは

その恵みに感謝（祈り）する生活を準

に衛生的で、食や物や季節を大切にし、

また、気持ちよく過ごせるように常

そして子どもが集まる場として私たち

全ての子どもが安心し、自分が大切

＝子どもが安心し、自分が大切にされ
ていると思える生活＝

日々の生活の中で

が行っていることを紹介します。

うに思います。
人と人とのつながりが希薄になり、
体験の場が減り、教育や子どもが教わ

ることが変化し、子どもの育ち、経験

の質が大きく変化している中で、さら

にもこの数 年の社 会は、表 面で一部分
物事を問うことをせずに評価され、価
にされていると思える生活を準備して

を切り取り物事が判断され、本質まで
値に結 びつく。そんな生きづらい、育
いきたいと考えます。生活に起こりう

だけでなく情緒の発達にもつながると

をします。これらのことは身体の発達

覚（五感）を意識して育てていくこと

てづらい、育ちづらい世の中になってい

育ちを積み上げる
子どもが安心を覚え、自分のことも
くはそれと同時に、私たちは、子ども
ずいてしまうときがあります。そのよ

考えます。

にたくさんのことを教える役割を担っ
うなときは、できるまで寄り 添ったり、

他の人のことも大切に思えたら、もし

ています。

先の機能まで、楽しい遊びや生活の中
うな関わりができればと思います。

終わる。そんな毎日を子どもに準備し

４月から自分が何を獲得したかが書か
れた賞状が渡されました。
それぞれが獲得したのは「助けを求
める」
「 落ち着く」
「アドバイスを受け

間のお互いの育ちにもいえることです。

子どもの育ちにいえることは、職員

げられ、みんなに拍手され称賛を受け

みんなの前で一人一人への賞状が読み上

やっていくためのスキルです。担当から

入れる」といった、将 来、人と上手 く

まず職場への安心と必要とされている

ます。
そんな中、ある子どもが「私は職員
に表彰状を送りたいです」とのことで、
その場で考え、担当の職員に称賛の言
学園にお客さんが来ると子どもたち

取り組んでいます。できているという
た互いができていることを認め合ってい

は、自 分ができるようになったことを

葉を述べるということもありました。
ることを分かり合うことも大切なこと

子どもたち一人一人が取り組んでいる

いることを話します。

話し、そのことで誰かが喜んでくれて
どもたち、ご家族、職員とで振り返り

今年の夏休み前に、奥中山学園の子

です。

実感を持つことは大切なことです。ま

また、成長を言葉にしていくことに

み上げていくものがあると考えます。

役割があり、その上に学び、人生に積

＝肯定的なつながりの中で＝

成長を言葉にする

たいと思い生活しています。

を、出 来 事の終 わり を「よかった」で

なかったことの終わりを、一日の終わり

チャレンジしたことの終わりを、でき

での日課などを通じて整え、教えてい

きます。その際、一緒に行 うこと。感

今年も楽しい
おまつりにするぞー!!
（るんだるんだまつり
スタッフ大集合）

夏休み前のバーベキューで
一人一人に賞状が手渡されました。

とや、子どもの姿から考えさせられる

力だけど、実際には子どもに教わるこ

成長を感じられることもこの仕事の魅

・子どもと一緒にいることで、子どもの

やりがいを感じるところ。

くで見られることがこの仕事の魅力や

・子どもたちの成長する姿を一緒に近

内容を紹介します。

学園の魅力を話してもらう機会があり、

奥中山学園で働く若い職員で奥中山

子どもの育ちに
関わるということ

賛をしてくれます。

支えてくれて、達成できたら全員が称

ということは達成できるように全員が

ことを全員が知っています。知っている

おっきくなったらなにになりたい？
（るんだるんだまつりステージ発表後のインタビュー）

こともたくさんあり、子どもと大人が

2
3

「４月からよく頑張ったね！」
（みんなの前で表彰）
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んだるんだまつりの時期が来るのが待
す。今後も継続し、この場が奥中山の

なものが生み出される場になっていま

つく る ん
ち遠しいです」と楽しみにして下さって
子 育ての文 化になれ ばよいと思ってい

す る ん だ！

だ！ 何でもできるんだ！」
。るんだは、
いる声がいくつも聞こえ、私たち職員

「 や る ん だ！

・奥中山学園は、子どもたち一人一人が
好奇心とやる気を表す言葉です。毎日

共に成長できることがこの仕事の魅力。
大切にされていることや子どものこと
ます。
最後に、毎 年るんだるんだまつりへ

も準備に力が入ります。
開所当時赤ちゃんだった子どもは小
来て下さっている地元のお母さんの声

子どもがいっぱいでというわけではない
学生になり、小学生だった子どもは高
をここで紹介したいと思います。

を一番に考え、子どものやってみたいこ

校 生になっています。遊 びに来ていた

ですが、来たいときに来てゆるく 使っ
そして、年に一度は、るんだるんだま
子 どもが、ボランティアで楽しませる
毎年、暑い中ありがとうございまし

とは尊重して挑戦する時間と場所が与
良いことだと思う。また、奥中山地域
つ り も 開 催 し ま す。こ ち ら に は 毎 年
側で参加したり、ボランティアに来てい
た。子どもたちを楽しませようと工夫

てもらっています。

の方々に支えていただきながら、地域
１５０名以上の子どもが遊びに来ます。
た学生が学園の職員になったりもして

えられることがとても子どもにとって

の方々と共に子どもたちの成長を見守
子どもを楽しませるように用意した企
されたいろいろな遊びがあり、子ども

っていることを日々、実感する。

ろ

い

特で、従業員の中では、やり取りが難

り返す。言葉の多くが単語、行動が独

葉を話しながら、体の曲げ伸ばしを繰

ようと最 低 限の「ルール」を２人で定

にしてよいけど、この時間はちゃんとし

ようになった。そこで、この時間は好き

「やめてくだ～さい。やめて」と訴える

を停め「Ａさん、ここでいい？」と尋ね

がよく分からず、それらしい場所で車

域にあるグループホームへの送り。場所

初めてのＡさんとのやり取りは、地

ださい」
「る～るる、ルールル」と、そ

ると「る～るる、ルールル、まもってく

ん、ルールを 守って下 さい」と 注 意 す

に入り仕事が手につかないため「Ａさ

あるとき、いつも以上に自分の世界

めた。

る と「ココ、イ イで す か！ ココ…コ

仕事という真剣な場面ではときに支

の口調に思わず噴き出してしまった。
ったままのＡさん。沈黙の後、再度「こ

援者、利用者を越えたやり取りがなさ

コ！」との返 答、しかし後 部 座席に座

あった。

しい方だな、というのが最 初の印 象で

に過しています。

る社会を願いながら毎日を笑顔で大切

が奥中山学園だけでなく、皆がそうな

できることを願いながら、そしてそれ

すべを覚え、次のステージにチャレンジ

た愛を貯金に、人とうまく接していく

ちが人を大切にして、人に大切にされ

の気持ちで終われるように。子どもた

び」
。学園歌の一節です。１日１日をこ

「 今 日 も 生きる 喜 び、友 と生きる 喜

今日も生きる喜び
友と生きる喜び

（山下千夏）

です。楽しいるんだるんだまつりでした。

食べ物（クレープ等）もあり、よかった

たちはとても楽しんでいました。飲み物、

います。

を超えます。るんだるんだまつ
子どもの笑顔はもちろんのこと、新

画は
りの時期が近づいてくると地域の子ど

・私たちのやっていることは仕事だけで

なく人生にも生かせるものだなと思う。

ひ

回

たな発見やつながり、さまざまな素敵

ば

第

もたちはもちろん、その家族からも「る

きてうれしくなる。

・大変だと思われているけど、その通

り大 変。何度も「 難しい～」と口にし

ている。でも、それで諦めるのはもった

いないなと。この仕事を、奥中山学園
を選んでよかったと思っている。

・子どもの育ちに関わることは、未来
をつくることであり、希望を感じなが

ら働くことができる。
私たちは、子どもと一緒に育っていま
す。
「親の背中を見て育つ」子どもの前

に立つ私たちが楽しみ、育つことがで

きれば、自然と子どもも育つのだと思

います。

るんだるんだ
子どもの遊び場「るんだるんだ」を、
敷地内で他に限定的な使い方をしてい

と

た建物で開設し、７年目を迎えました。

こ

ヒソプ工房主任

西澤道徳

Ａ さ ん 」と 尋 ね る と

て行 くと、目 指 す グループホームは直

し降りて行った。心配になり後 を 着い

「ココ、イイですか！ ココ」と指を差

口に出して仕事をするようになった。

えることはなくなり「るーるる…」と

うと目を合わせると「やめて！」と訴

れることもある。それ以降、注意しよ

こじゃないの？

線で１００メートルほど離れた所で、ま
に異動して４年になるが、自分の福祉

た。それまで部署は違えども、Ａさん

り、Ａさんを直 接 担当することとなっ

５年目に、私は加工部門に配属とな

異動してきた頃の私は、利用者の方に

とではないと感じている。ヒソプ工房に

っては書くほど、語るほどに簡 単なこ

障がいがある方が働くことは、人によ

カナン牧場でのＡさんの働きに触れ、

現場でのスタートは、カナン牧場であっ

を見ていたので、それなりに分かったつ

対してカナン牧 場でのルールを 求め、

だ「ココ」ではなかった。

障がい者とは？ という根本的な疑問

もりであったが、“つもり”はやはり“つ

通じないことに「なぜ？？」を 繰り 返

歳で初めて福祉現場に就労。

から、就労継続支援Ａ型？ 就労移行

もり”で、実際に関わることで分かる

せた台車、床、その他工場内全体の掃

使用した大量の器具の洗 浄、パンを載

思う。朝６時に出 勤し、パンの製 造で

代 前半だったと

当 時カナン牧 場で、知り 合ったＡさ

「こーやって、こう！ そうそうそう！」

掛けようとすると、その行動を止めて

て仕事の手が止まる。私が近寄り声を

身を後ろにそらせる独特な行動を始め

自分の世界に入り、片手を上げて上半

「ケーンの森」という菓子の製造中に

「るーるるまもって…」が、私の心に響

の基 本のルールなのだろう。Ａさんの

とはできない。これこそ人と人の関 係

きに、真のコミュニケーションを取るこ

相手の心に響くことばを届けること抜

通り、相手のことばを拾う大切さと、

しかし、
「ことばひろい」のタイトル

た。私は

という？？？だらけの中

除などを中心に担っていた。いつもニコ

と、真面目に仕事していますよとアピ

いている。

んは自閉症の方で、

ニコしているが、たまに眉間にシワを寄

ール。そのうちに、私と目 線が合うと

30

せて「メガネ、メガネ…」と特 定の言

していた。

支 援 事 業？

年、ヒソプ工房

ゴールを目指して、よーいドン！
（るんだるんだまつり幼児レース）

ことが多々あった。

12

で、ただ必死に毎日を過ごしていた。

カナンの園で働き

る～るる まもってください

27

自分もできることが増えて力がついて

50

20
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「雑穀ざんまい」超リニューアル！

歳時譜
町はゴミ箱じゃないのに…

の会である「エピの会 」の活動で、奥
始 まって数メートルも 歩かないうち

ている道端に落ちているゴミを５つのグ

をしています。以前に伺った施設で利
中山地域のゴミ拾いを行いました。目
に、ペットボトルやたばこの吸い殻、ビ

ボクはグラフィックデザインの仕 事
用者さんのお給料のお話を聞きました。
的は、地域の生活者としてこの奥中山
ンの破片などのゴミが出てきました。

ープ主任 スポーツ指導員 佐藤享子）

（ふれあいランド岩手スポーツ指導グル

にして、私立特別支援学校連合会主催

８月１日と２日に、三愛学舎を会場
の「第２回 特別支援学校専攻科教育
実践交流会」が行われました。当日は
群馬県や三重県など、遠方の支援学校
からもたくさんの先生方が集まり、各

（三愛学舎職員 戸来正樹）

いきたいと思います。

生徒の皆さんの学習活動を充実させて

これからも全国の同志と手をつなぎ、

めてのことであり、喜ばしいことでした。

員同士が気軽にやり取りをしたのは初

の私立特別支援学校との間で、現場教

やり方 を教えてほしい」とのこと。他

「三愛学舎で行っている紙すきについて、

場の先生から本校に電話がありました。

交流会を終えて数日後、参加校の現

激を受けました。

通しており、本校職員一同、たいへん刺

育を即実践する姿勢はどの学校にも共

かな人 生のために、ニーズに応じた教

まざまでした。しかし、生徒たちの豊

の取り組みにもよく似た学習など、さ

地域に密着した学習、それに三愛学舎

各校の実践は、独自の特徴ある学習、

年間）

に深く学ぶための制度。三愛学舎は２

（＊専攻科は、高等部本科卒業後、さら

ています。三愛学舎もその一員です。

てが私立特別支援学校連合会に所属し

９校のうち８校は私立学校で、その全

攻科（＊）があるのは、わずか９校です。

国に約６６０校あります。そのうち専

知的障がい特別支援学校高等部は全

校の実践について情報交換をしました。

（カナン牧場従業員 工藤靖明）

はやめてほしいです。

思いました。みなさんにも、ポイ捨て

た奥中山を見て参加してよかったなと

ないと思っていましたが、きれいになっ

るのを感じました。当日は、行きたく

山に少しは貢献できた思いが湧き上が

今回、普段何気なく歩いている奥中

ろうかと考えさせられました。

なぜ街なかでポイ捨てをしていくのだ

かと思い、とても悲しい気 持ちになり、

た。あれだけ苦労して集めたのにまた

ますが、またゴミが捨てられていまし

ンの練習をしているとわずかではあり

しばらくして、日曜日の朝にマラソ

穏やかな気持ちになれました。

ループに分かれて集めました。

ボクが思っていたよりかなり 低 く、交
に住んでいることに感謝の気持ちを込
集めるのには苦 労しましたが、きれい

日にカナン牧場の従業員

通費を差し引くと施設に通うだけで赤
めて何かできないか、ということで、エ

去る７月

字になると聞き、利用者さんの厳しい
それから、施設にある既存の商品が
売れるようになれば利用者さんのお給
料にも反映されると思い、デザインを
通じてお手伝いしてきました。ボクは
常々、商 品は作るだけでなく、売って、
ちゃんと儲けが出ないとダメだと考え

ています。ですので、材料やパッケージ

にかかる原価、送料、お店の掛け率な
ども計算し、どのような人たちに、ど
う売ればいいか、どのくらい儲けが出

るのかをちゃんと考えます。
たとえ、素 晴 らしいパッケージデザ

インができたとしても、売れて儲けが
出なければ意味がないと思っています。
施設では日々の生活で一杯いっぱいかも

しれませんが、せっかく 自 分たちの手
そして、みなさんのお給 料

で商品を作るなら売れるモノを作りま
しょう！
を高くしてもらいましょう (^_^)

（グラフィックデザイナー
オガサワラユウダイ）

ヒソプ工房のみなさんとのスポーツ交流

抗ゲームを行ないました。どの種目も

ズム 体 操、サーキット 運 動、チーム 対

６月に身体障害者体育館に出向き、ヒ
ダイナミックに意欲的に動く姿が印象

スポーツ支援事業で指導依頼を受け、
名の方と久しぶりにスポ

ソプ工房の
的でした。
ヒソプ工房の皆さんとの出 会いは、
平成

年の９月に、別館ハープの９名

ーティンが行 われ、２年 半 前からの継

た出 会いで、これからも皆さんとの交

今振り返ると、私の指導の原点になっ

と交 流 を 楽しむまでに至っています。

そして今では、プールで他 施設の方

うになりました。

をつく、転がす、蹴ることもできるよ

動 作 をまねしたりすることで、ボール

作したダンスを 踊ったり、繰 り 返し、

もなじみのある「たらりら」の曲で創

その後、月１回お会いし、皆さんに

たりしました。

をつく」
「転がる」などは伝わらなかっ

伝 わるものの、運 動の動 作の「 ボール

があったり「並べる」
「入れる」などは

した。当時は体育館に入ることに抵抗

21

流を続けていければと思っています。

全国の専攻科と手をつなぐ

になった奥 中山の街 並みを思い浮かべ

20

ピの会のメンバー皆で考え、普 段 歩い

大好評リニューアル！！

現実を知りました。

オガサワラユウダイさんは盛岡市在住
で、グラフィックデザイン、イラストな
どの仕事をしながら、展示会開催、各
種イベント参加、ボランティアなど、幅
広く活動され、岩手県観光PRキャラク
ター
「わんこきょうだい」の作者として
知られています。
今回、シャロームの「雑
穀ざんまい」のパッケージデザインを担
当していただきました。

とふれあいランドの体育館で始まりま

チーム対抗ゲーム「ペットボトルボウリング」
（右が佐藤享子さん）
。

続ならではと感じました。その後、リ

はじめにランニングとラジオ体操のル

ーツ交流を楽しみました。

16
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「こんなものまで捨てて…」
。
生徒の芸術作品に
囲まれた中での研修会。
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