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日 時 行  事 

５月２日～5月 5 日 はじめのいっぽゴールデンウィーク休み 

５月１７日（月）  定例会議（午前中） 

５月２２日（土）    法人定期総会 （15：00 までの利用となります） 

ゴールデンウィーク、お出かけの際にはくれぐれも事故等にお気を付けください。 

２０２１年４月２８日 

３０日 

日 

2021年度 No.1 

  

 

 

はじめのいっぽ 

 

5月の予定 

 寒い冬を乗り越え、小さな花をけなげに咲かせる草花を見ながら、春を感じる季節と

なりました。3 月まで通所していた幼児さんたちは今頃、新しい環境に戸惑いながらも

第一歩を歩み出しているのかなあ？と思い出していると「ただいま～」と大きなランド

セルを揺らしながら「ァ～つかれた!!」と帰ってくる新一年生!! 「学校がんばってき

たよー!!」と誇らしげにも見えます。 

 ある日、新 1 年生と野菜たっぷりシーフードカレーとサラダを 

食べている時、「いっぽの食事は世界一ウマイ!!」と湧き上がる 

ように話してくれる H君、大きくうなずくお友だち・・・ 

  また、おやつの手作りコロッケを食べながら 

「いっぽのおやつは、やっぱりおいしい!!」の言葉に、私たち 

スタッフの方が、励まされております。 

 

 

それぞれの立ち位置で新しい環境に慣れようと努力する子ども 

たち、私たちにできる事は精一杯、美味しい食事を作って待って 

いること・・・ 

  

 

 いっぽの理念、家庭的な雰囲気の中「自然・食育・生活」

を大切に、ひとり一人の個性をしっかりと受け止め、将来、

社会生活に適応できるよう実体験を積み重ねて行きたいと強

く感じている時、「アッ!!先生、小鳥がリンゴ食べてる!!」と、

目の前のエサ台にくぎ付けになっている子どもたちに豊かな

感性が育っているなァと感じました。 

  職員も別紙のとおり増え、より一層みんなの力を合わせ 

“いっぽに通所して良かった!!”と思える環境づくりに 

一丸となり頑張っていきますので、今後ともよろしくお願い 

致します。 

                 （石橋 わか子 記） 

 

                       

      （石橋 記） 

コロッケ 75 個完食!!             

              
よろしくお願いいたします 

新職員よろしくお願い致します。           

              
よろしくお願いいたします 
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4月に入り、新しい取り組みの一つに、中学生を中心に将来社会へ出た

とき役立つようにパソコンの基本勉強を始めました。主に Wordや Excel

を中心に勉強して行く予定です。 

また、去年前半みんなで何かをやろうとしても、なかなかまとまらな

かった最年少の一年生も 4月から 2年生！ 今日、お友だちの誕生会が

あるとわかると、誕生カード作りをひとつのテーブルで和気あいあい始

めるまでに落ち着いて活動出来るようになりました。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いっぽ活動午後編 

(

 

situnai 

 
幼児編(室内) 

situnai 

日々の活動 

(

 

situnai 

 
幼児編(室内) 

situnai 

新年度は、新しい事の始まりが盛りだくさんです。小学 3年生から通っていたお兄さんが

今年から高校生になりいっぽを卒業し、新たな旅立ち！ 新しく仲間に加わる小学 1年生の、

なんとも可愛い姿！ 同じ学校の仲良しが、いっぽに集まってウキウキのお友だち・・・ 

すべての子が上の学年に進級して新たな一歩を踏み出す子どもたちに、今年度は先輩たちみ

んなで作り上げて来た、「いっぽ食堂」「いっぽ祭り」「餅つき大会」「オマチマンコンサート」

「人形劇」「バーベキュー」等々 

2020 2018 

結のウッドデッキ作りでは、メジャーを使っ

て長さの計算や組み立ての順番を考えたり・・・ 

「新 1年生ヨロシク」 

              

              
よろしくお願いいたします 

「中学制服かっこいい！」 

              

              
よろしくお願いいたします 

「進級おめでとう！」 

              

              
よろしくお願いいたします 

「ともだち大好き!!」 

              

              
よろしくお願いいたします 

その他にも、日ごろの活動の中でもいろんな

ことを学んでいます。例えば「数字」のことを

例にお話しすると、 

おやつ・お昼ごはん作りなどでは、食材の量

を計り個数を数えて段取りしたり・・・ 

何気ない散歩の途中にある自販機で金額の計

算をしてみたり・・・ 

その場に合わせた数値・金額のスケール感を

実感できる体験と活動を自ら進んで楽しんでや

っています。 

 将来、社会に出た時に、きっと役に立つことと

信じ、私たちスタッフも日々の活動の中で数字だ

けでなく、生きる力を身近に感じる活動を心がけ

ています。 

コロナウィルスに負けない素敵な思い出を、

フルバージョンで残してあげたいなあ～と

決意を新たにするスタッフ達です。 
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ひつじ組 編

(

 

situnai 

 
幼児編(室内) 

situnai 

 新年度、幼児さんのグループを「ひつじ組さん」

と命名することとなりました。日々成長する子ども

たちに願いを込めて新たな出発です。 

ひつじ組さんは、新しい 2人のお友達を迎え 5人で

スタートですが、どんな絆が出来るのか楽しみです。  

 さて 4 月前半は小学生が春休みで、一緒に活動する

こともありました。幼児さんにとっても小学生にとっ

ても良い刺激となり、鬼ごっこや遊具遊び、大勢での

移動、どれもがこれから経験する大人数での集団活動

の予行演習になったのではないでしょうか。 

 また、１，２か月先にはもっと増える予定です。

にぎやかな「ひつじ組」になる事でしょう。 

 幼児さんの日々の活動の中で、散策は欠かせない活動のひとつです。雪が融けて、そこか

ら現れる虫や植物、秋に見た枯葉が冬の間、虫たちのお布団となっていたことを 五感を 

          使って感じる・・・              

日々同じ場所を散策することで得られる変化

の違いは、成長に欠かせない栄養となることと

思います。まずは大人が子どもの前で興味と感

動を見せてあげる事から始まると思い、スタッ

フも変化を見逃さないよう心がけています。 

日々の活動 

(

 

situnai 

 
幼児編(室内) 

situnai 

 通い始めたころは、我が道を行く子どもの 

ひとり遊びが見られましたが、今ではおねえち

ゃんの遊ぶ姿を見て、「わたしもボクも・・・」

と挑戦する姿が見られるようになってきてい

ます。子どもたちが、いっぽいっぽ前へ進んで

いることを実感する日々です。 
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       児童指導員 

       中田 香苗 
        （かなえ先生） 

 

小学校教論免許取得後、塾講師・家

庭教師として 13年勤務。その後家事

に専念し昨年11月より子どもたちと

の新たな出会いを求めて社会復帰。 

いっぽのみんなと共に穏やかで幸せ

な未来に向かって邁進中。 

 

        保育士  

        西岡 友美 
         （ともみ先生） 
 

 

保育士として福祉施設で10年近く働

き続けた経験を生かし、いつも穏や

かな笑顔で子どもたちと接していま

す。 

        

       保育士  

       山本 寿果 
        （ひさか先生） 
 

 

保育士、調理師、心理カウンセラ

ー。常に向上心を保ち続け子ども

たちには“食の大切さ“を伝えて

います。食べること大好き！！ 

        

       管理者  

        石橋 わか子 
        （わかこ先生） 

 

 

"今"の時間が幸せいっぱい！ 

子どもたちのあふれるパワーをも

らいながら、生涯現役を目指し 

はりきっています！ 

2021年 4月現在 

         

       児童指導員 

       石橋 和久 
        （より先生） 

 
いっぽの財務担当や送迎、遊具の安

全確認など、いつも縁の下の力持ち

として、みんなをサポートします。 

 

           

      児童指導員 

         山本 渉 
             （わたる先生） 

 

社会教育主事・博物館学芸員の資

格を持ち、埋蔵文化財にかかわる

仕事もしていました。スキーや野

外活動が大好き!! 子ども達と遊

びを考え出す名人です。 

 

社会福祉士 

               石橋 卓弥 
                 （たくや先生） 

 

農学部の大学を卒業後、福祉の世界

に飛び込み、社会福祉士として相談

業務に従事してきました。子どもの

世界は奥深いと痛感しながらも日々

奮闘中です。 

 

            保育士  

             三坂 一紗 
                 （かずさ先生） 
 

元銀行員の頭脳明晰な判断力で、四

方八方に気配りは見事です。子ども

に関わる仕事がしたい願望が強く

なり猛勉強の末保育士となり、いっ

ぽで活躍してくれています。 

 

      保育士  

      西尾 恵美子 
       （えみこ先生） 

 

長年の保育士としてのスキルは素

晴らしいものがあり、良き先輩 

保育士として若手のサポートをし

たり、リードしてくれたりと、頼

もしい先生です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

      保育士 

             木村 真眸 
                 （まほ先生） 

 

生後11カ月と2歳の子育てをしな

がら、育児と仕事の両立を目指し

奮闘中!! 認可保育園で保育士と

して積み重ねた経験を生かし、子

どもたちのサインを見逃さず一緒

に成長したいと思います。 

             

       児童指導員  

             島 玲子 
                 （れいこ先生） 

 
元小学校教員の経験を生かし、どん

な時にも穏やかな表情で、子ども達

の言葉を受けとめ寄り添う姿が印象

的!! 学習面、生活面でサポートで

きるよう努力いたします。 

            

       保育士  

             五日市 由香 
                 （ゆか先生） 

 
優しい心と可愛い笑顔が素敵な 

いっぽにみんなと、四季を存分に感

じながら保育士の経験を生かし、 

毎日を一緒に楽しんでいけたらと 

思っています。 

 

 
          

       看護士        

             植松 英恵 

                 （はなえ先生） 
 

看護士として永年勤務してました

が、心機一転子どもの世界へ突入!! 

コロナ対策の他、子ども達の健康面

などに配慮し安全な環境づくりに

心がけたいと思います。 

             

       送迎担当 

             長崎 勉 
               （ながさき先生） 
 

昨年春から、送迎のお手伝いをし

ております。日頃、交通安全第一

に、そして車中では楽しく過ごせ

るように心がけております。 

。 

2021年度はじめのいっぽスタッフ紹介 

             

       送迎担当 

             小俣 弘 
                 （ヒロ先生） 

 

。子どもの安全を第一にご家庭へ送

り届けることを考え車を運転してま

したが、都合により 5 月で退職とな

ります。長い間ありがとうございま

した。 


