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毎年恒例になりました、ぱれっとのチャレンジスティ。今年は常総市にある「あすなろの里」で
宿泊体験をしてきました。
子どもたちに色々な体験・経験をしてもらおうと企画検討し、明治乳業みるく館・ミュージアム
パーク・ハーブ園の見学を盛り込んだ今年のチャレンジスティ。
明治乳業みるく館では、たくさんの牛乳パックがベルトの上を次から次ぎへと流れていく様子を
見学し、子どもたちは目を輝かせてガラス越しにくいいるように見ていました。帰りには、おもち
ゃとジュースのお土産をもらい、大喜びの子どもたちでした。
次に向かったのが、ハーブ園。昼食はカレーやフルーツ、パンなどのバイキング。大きなお皿に
好きなものをたくさんとってニッコリ(^o^)でした。
ミュージアムパークでは、動く恐竜に驚く子、魚の水槽をジーッと見ている子、ボタン押しには
まっている子などそれぞれ楽しんできました。
まる１日いろんなところに行ってたくさん歩いたので、夜は布団に入るとあっという間寝てしま
いました。そして・・・横で寝かしつけていたスタッフもお疲れでしたので、ウトウト・・・

＜保護者の方より＞
チャレンジステイはとても楽しかったようです!!「また行きたい!!」と
言っていました。とても良い思い出になりました。お世話になりました。
（力也くんママ）
去年のチャレンジステイでは、ほとんど眠れなかったとの事でしたが、
今年は活動と睡眠のメリハリがついたせいか、とても表情の良い写真が
多かったです。また来年楽しみにしています。
（健瑠くんママ）

来年も楽しんでもらえるよう企画しますので、
皆さんのご参加をお待ちしておりまーす!!

障がいをもつお子さん達の地域の小学校への就学のサポートを目的として、9 年前に龍ケ崎市が
制度を形作り、ユーアンドアイが受託事業としてやってきた「介助員制度」が、今年度より「特別
支援教育支援員制度」となりました。現在４校の支援に当たらせていただいています。
名称と共に内容の変更もあり、担当の協力会員の方たちにとって、精神的また体力的にも大変な
年度のスタートとなりました。学校の先生方もユーアンドアイも、手探りの部分が多い中でしたが、
おかげさまで、やっと新しい制度としての内容も、だんだんと確立しつつあるところです。これも
一人ひとりの協力会員の方々の日々の活動の積み重ねに他なりません。
(１人が１人の児童の事のみを把握していれば良かった)今までと違い、１支援員が数名任される
ことも発生してくるため、許容範囲以上の負担を負わされないよう(そのために事故などがないよ
う)業務環境の整備をしていくことが課題です。また、一日の支援時間も長くなり、話し合い・講習
の開催が難しくなり、いかに質を落とすことなく支援し続けていくかということも課題と考えます。
まだまだ、様々な課題がこれからも出てくるとは思いますが、今までに形作られてきた、学校や
保護者との信頼関係を保ちつつこの事業に関わっていけたらと思いますので、どうぞよろしくお願
いします。（飯嶋）

５年生になり係の仕事もしっ
かりこなせた M さん。周りの
お友達からよく声をかけられ
運動会を楽しんでる様子が伝
わってきました。
（深谷）
２年生の S さん、ダンスはか
わいらしく頑張り、障害物競
走では３位！すごい!!
たくさんの感動をありがとう。
（平林）
３年生の Y くんのかけっこ、
ほとんど手をつなぐことなく
ゴールまで走りきりました。
スゴイ!!ゴールまでの満面の
笑顔、感動でした。（鈴木陽）
４年生の M さんを囲んでクラ
スが一致団結！支援員顔負け
の絶妙なサポートに、涙涙で
した。幸せなひとときをあり
がとう!!
（菅﨑）

本当にすばらしい Y ちゃんで
した!!前日発熱で欠席し、心配
しながらの参加でしたが、全
種目に笑顔で参加し、頑張り
ました。感動をありがとうご
ざいました。
（内田）
小学校での初めての運動会、
１年生の M さんは演技も児童
席でもニコニコでした。
楽しい１日、一緒に参加でき
て嬉しかったです。（福田）

３年生の Y さんの元気いっぱ
いのダンスに感激！“いつの
まにこんなに上手になった
の!?”と驚くばかり、素晴らし
い成長を見せて頂きました。
３年生の R くんはとても頑張
りやさん。障害物競走では転
んでも最後まで走りきり、た
くましく成長した姿に胸を打
たれました。
（T.K）
心配された雨もなく、６年生
の集大成！！有終の美を飾る
ことができました。
M さんのはっぴ姿キマってま
した!!
（植木）

おうちに帰ってからも練習し
たダンスはもちろんばっちり。
他の学年の競技にも一生懸命
応援する元気いっぱいの H さ
ん。たのもしい１年生です！
（南）

子ども達から、お礼
のお手紙をいただき
ました。感激です!!

《はじめてのバーベキュー親睦会》
空は高く清みきって秋の気配が感じられるさわやかな日に、事務所の
新しく出来上がった真っ白い駐車場に、太陽の光が反射している様子を
見ていたら、ふっと、「ここでバーベキューをやったら楽しいだろう」
…みんなの楽しい声、お肉を焼いている煙の匂い、おいしいビールが私
の頭の中に浮んできました♪
臨時の職員会議で（昼食時間でしたが）提案。皆さんの了解があり、
とん・とん・拍子♪♪♪ お知らせをつくり早速準備していると、うれしいことに協力者の方から
も賛同の声があがってきました♪
９月２６日の当日は天気もよく、少し汗ばむ陽気で絶好のバーベキュー
日和の親睦会でした。遠くよりオープンカー（自転車）で来てくださった
人、半分無理やり来てくださった人？ でも、たまにはいいですよね！
おなかいっぱいと言いながら、次から次と焼きあがる美味しそうなお肉に
は勝てません。太ると思いながら箸を伸ばしているのは私だけ？「初めて
ですがお名前は？」とか「私のほうが年下と思っていたのに上だったー」
なんて色々な声も聞こえてきます。うれしいですね～。
ほんの数時間でしたが皆さんありがとうございました。また、次回何があるか？お楽しみに・・・。
今回参加できなかった皆様、お楽しみにお待ちください。（渡邉）

《発達障害者フォローアップ研修会での講演》
去る８月２１日、神栖市社会福祉協議会にて行われた第１４２回地域ネットワーク勉強会の「発達
障害者フォローアップ研修会」にて、ユーアンドアイ副代表の木島が演者として招かれました。
児童デイサービスでの実際の関わりから、『共通理解』の重要性、併せ
て本人を支えるスタッフが支援方法を統一し、継続的に関わることで、
変化を見逃さずに場面と時期を見極めて対応するー例えば何かを伝え
る場合、写真と文字で理解する子、文字だけで理解できる子など、それ
ぞれの特性と成長にあわせ配慮をするーことで、「子どもたちが自分で
できることを増やす＝達成感を自分で見いだせる」環境作りの大切さに
ついての話など熱～く語ってきました。

・・・会員さんから・・・

＜監事就任に寄せて＞

・・・会員さんへ・・・

糸賀

淳

さん

今年の春、母はガンを患って亡くなった。
その母が龍ケ崎に嫁に来て以来住んでいた若柴宿は、昔からの風情を残す歴史ある土地で、母は
最後までこの地とそこに住む近所の方々をとても気に入っていた。 自分の大好きな住みなれた土
地で、最後の時まで暮らせるということは、やっぱり幸せなことだと思う。
その人らしく最後まで心豊かに暮らしていける“ふれあい社会”を目指している、ユーアンドア
イの監事を引き受けることになった。 僕自身も、この龍ケ崎をより住み良い、誇りの持てる街に
することをライフワークにしたいと考えている。
皆さんと一緒に“ふれあい社会”の実現のために、少しでもお役に立てることができたなら、僕
自身にとっても幸せなことだと思う。
会員さんから会員さんへ、お話をつないでいく「リレートーク」次号は長尾香代子さんです。
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茨城県共同募金会の配分金で、駐車場の拡張、ウッドデッキの造成、
またぱれっとの玄関に屋根を取り付けることができました。
窓越しから眺めているだけであった外の景色が、
デッキに出て、風にあたりながら眺められるよう
になりました。ピクニック気分で食事をしたり、
お話をしたり、使い方はさまざまですが、子ども
たちの活動の幅が広がり、笑顔も増えました。
ありがとうございました。
駐車スペースが２台分になりましたので、事務所にお立寄りの際はどうぞご利用ください。
また、駐車の際はなるべくバックで入れるようにお願いします。

編集後記
素敵なデッキがついて、車も停めやすくなった
事務所前。でも、ひょっとしたら、入り口にあっ
たあの大きな“きんもくせい”の樹は切ってしま
ったのかしら・・・と心配されている方もいらっ
しゃるのでは？
どうぞご安心ください!あの“きんもくせい”
は、市役所のご好意でたつのこ山に移植できまし
た。根付くかどうか心配されましたが、とっても
元気にしているそうです。こんどのお散歩日和に
探しに行ってみようかと思っています。
（M×２）
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