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凛と澄んだ空の下、薄紅色のつぼみがほころび始め、待ち遠しかった春がやっ

てきました。あいあいのプレイルームにも陽だまりができ、光の粒が降り注ぐよ

うに、あたたかな空気に包まれています。窓を開ければ、やさしく吹き抜ける春

風。それはまるで、新しい一歩を踏み出す私たちの背中を、そっと押してくれて

いるかのようですね。

春が来て、またひとつ大きくなった子どもたち。新たな生活のスタートライン

に立ち、初めて出会うことにドキドキしているお友だちもいるのでしょうね。そ

んな子どもたちが笑顔で自分らしく過ごせるよう、あいあい教室でもお母さん方

と手を取り合い、歩みをすすめていきたいと思っています。

それでは春風に乗せて、今月のつうしんをお届けします。

４月の予定

３日（月） はじまりのつどい（新入園児対象／10：00～プレイルームにて）

４日（火） 2017年度 通園はじまり（職員会議のため、午後の療育はお休みです）

４日（火）～６日（木） 新人職員研修（職員）
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20１７年度 年間行事予定
◆前期◆

４月 ３日（月） はじまりのつどい

５月20日（土） 親子遠足（京都府立植物園）

※雨天時は2１日（日）に順延

６月上旬 ぎょう虫検査

６月15日（木） 視覚障がい疑似体験①

６月17日（土） 視覚障がい擬似体験②

６月21日（水） 視覚障がい疑似体験③

※保護者及び併行通園先の先生方を対象

６月20日（火）午後 歯科健診（京都歯科サービスセンター）

７月 ２日（日） お父さん「おもちゃづくりの会」

７月上旬～ 経験交流「先輩お母さんの体験談を聞く」（３回程度）

７月中旬 プール開き

７月19日（水）午後 義眼相談

８月 １日（火） きょうだい児のつどい ※小学生対象

８月 ２日（水） 同窓会（午後）※昨年度終了生（小学２年生）対象

８月14日（月）～16日（水） 通園夏休み

８月26日（土）～27日（日） 視覚障がい乳幼児研究大会（京都大会）

９月 ３日（日） お父さんたちと遊ぼう＆お母さん交流会

９月下旬～ 前期個別懇談

◆後期◆

10月～11月 グループ遠足

10月29日（日） 京都ライトハウスまつり（焼きそば模擬店出店）

11月 眼科学習会（予定）

12月23日 （土・祝） クリスマス会 ＜保護者との共催行事＞

12月27日（水）～１月４日（木）通園冬休み

１月下旬～ 後期個別懇談

３月25日（日） 第41回 卒園式

３月28日（水）～４月２日（月）通園春休み
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〈はじまりのつどい ご案内〉
今年度は、新しく９人のお友だちを迎えます。みんな仲良くなろうね♪

日時：４月３日（月） 10：00～13：30

場所：あいあい教室 プレイルーム

対象：新入園児と保護者

〈親子遠足 ご案内〉
あたたかな陽ざしの中、緑いっぱいの植物園で、みんなで楽しく交流しましょ

う！OBご家族の方も大歓迎です。

日時：５月2０日（土） ＊雨天時は、５月2１日（日）に順延

場所：京都府立植物園

集合：９：45 正門（駐車場横の入り口）もしくは北山門（地下鉄北山駅出口よりすぐ）

の2ヵ所です。

＊詳細は後日、別紙にてお知らせします。

＊参加希望のOBの方は、あいあい教室まで電話で

ご連絡下さい（集合場所も伝えて下さい）。

『ひよこクラブ』（自由来館お遊び会）について
※在園児以外の方が対象

月１回、水曜日に、目が見えない・見えにくい、あるいは見え方に不安を感

じている方が、気軽に参加していただけるお遊び会をしています。

前期 ５月17日、6月14日、７月19日、9月20日 ＊４月・８月は休み

後期 10月18日、11月15日、2018年１月17日 ＊12月・２月・３月は休み

★時 間：14：45～16：15 あいあい教室 プレイルームにて

★申込み：手続きは不要ですが、事前に電話でご連絡ください。*継続の方も含む

★電 話：075ー462ー4462（直通）

いつでもご相談を受け付けています。お気軽にお電話ください。

（ただし、10時～14時は療育中ですのでご遠慮ください）
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第40回 卒園式を終えて
３月26日（日）、４階あけぼのホールにて第40回卒園式を行いました。23家

族69人が集い、卒園児８人の新たな旅立ちをお祝いしました。

卒園児の紹介に先立ち、１年間お休みの少なかった在園児さんに、皆勤賞を贈

りました。会場から大きな拍手が鳴り響く中、キラキラのメダルをプレゼントし

ました。

続いて卒園児親子が着席し、卒園式が始まりました。まずは、卒園児さんへの

インタビューからスタート。「あいあい教室で楽しかったことは何ですか？」と

いう質問に、「プール」「遠足」「トランポリン」などの答えが返ってきました。

職員からは、手作りの卒園アルバム、刺繍をした巾着袋（縫製はライトハウス内の

就労継続支援事業所“FSトモニー”の利用者さんによるものです）、そしてひとりひとりへの

エールを込めたメッセージを贈りました。

また保護者の皆さんからは、悩み苦しんだ時のこと、成長に気づいた時の喜び、

あいあい教室との出会い、保護者同士のつながりなど…涙あふれる、胸いっぱい

の思いを聞かせていただきました。

今年も年中のお友だちは花束を手渡して、お兄さん・お姉さんの卒園をお祝い

してくれましたね。最後はみんなの花道で、「おめでとう！」の拍手の中、卒園

児さんを送りました。

当日は、盲学校の先生や、併行通園先の施設や保育園の先生方、元職員の方々

もお祝いに駆けつけてくださいました。また、毎月の交流を続けている洛陽保育

園様より、すてきなお花をいただきました。多くの方々と一緒に門出をお祝いす

ることができ、嬉しく思っています。皆さま、本当にありがとうございました。
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おたんじょうび おめでとう！
４月うまれのおともだち♪

J さん ２歳になります
先生がお家につくと、ニコッと笑顔になるJくん。読んで欲しい本があると、

自分で持ってきて先生にアピール！アンパンマンの紙芝居もお気に入りです。最

近は、トコトコ歩くようになって、Jくんの世界も広がってきました。これから

も一緒に、たくさん遊ぼうね！

N さん ３歳になります
「何のお歌する？」と、朝から張りきっているNちゃん。初めは不安だったト

イレで座れるようになったり、苦手なデザートを一口食べたり…ひとつずつ、先

生と一緒に挑戦しているね。頑張った後は「できたね！」とくり返して、嬉しそ

うにママに報告するNちゃん。楽しい遊びを、いっぱい重ねていこうね！

S さん ４歳になります
「せんせ！」と呼び寄せては、「ママと、ねぇねと…」と、楽しいお喋りがい

っぱいのSちゃん。この頃は、立ち上がってトコトコ…少しずつ、1人で歩ける

ようになってきたね。自分でできるのが嬉しくて、転んでもくり返し立ち上がっ

て挑戦するSちゃん。負けない強い気持ちが、輝いているよ！

A さん ６歳になります
いつも元気いっぱい、楽しいことが大好きなAちゃん。友だちと一緒に紙をつ

なげて道路を作ったり、マジックで線を引いて線路も作ったね。折り紙で作った

お店を並べて、アイデアいっぱいの楽しい町ができました。これからも、Aちゃ

んの得意なこと、楽しいことを見つけていこうね！
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K さん ６歳になります
好きな歌や運動あそびに、笑顔の花が咲くKちゃん。４階のホールへ行く時は、

移動も頑張っているね。階段の手すりを持って、先生の声を聞いて上り下りして

…最後の一段が終わって踊り場へ着くと、にやっと笑って嬉しそうなKちゃん。

自分でやりきる嬉しさを、これからもたくさん味わっていこうね。

M さん ６歳になります
お絵かきや工作が得意になって、ますます張りきっているMくん。大好きなク

ワガタを描いたり、作った玩具で遊んだり、いつも楽しそうだね。最近は、お友

だちとトランプやハンカチ落としに挑戦！苦手な縄跳びも頑張っていたね。一歩

ずつ色んな経験を積み重ねながら、年長さんの自信をつけていこうね。

O さん ６歳になります
おあつまりの歌やお友だちの声が聞こえてくると、嬉しくなって笑顔いっぱい

になるOちゃん！大好きな傘の玩具に手を伸ばしたり、お気に入りの絵本が始ま

ると顔を上げてニッコリ、何度もタッチして嬉しそうです。今は入院しているけ

れど、またあいあいで一緒に遊ぼうね！

R さん ７歳になります
かけっこやボール遊びが得意なRちゃん。この間は、お友だちと一緒に風船遊

びをしたね。まずは、空気入れを使って風船を膨らませるところから。はじめは

難しかったけど、くり返すうちに上手に空気を入れられるようになったRちゃん。

風船バレーも、笑顔いっぱい楽しみました！
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お知らせ
職員の藤田が３月末をもちまして、退職いたしました。

また、４月中旬より東野を採用いたしました。しばらくは皆さまにご迷惑をお

掛けすることもあるかと思いますが、何卒ご理解いただきますよう、よろしくお

願いいたします。

新人職員よりごあいさつ

「はじめまして」の方がほとんどかと思いますが、卒園生であり、元ボラン

ティアである私にとって、あいあい教室は、「ただいま」を言う場所です。この

大好きな場所で、お仕事をさせていただく機会を得て、とても嬉しく思っていま

す。視覚障がい当事者として、また４歳のやんちゃ坊主の母親として、楽しくお

話させていただいたり出来たらと思っております。どうぞ、よろしくお願いしま

す。

東野

★あいあい教室 職員紹介★
テーマ♪「最近はまっていること・気になっていること」

所長 古 川 （火曜～金曜/月曜・土曜 月２回）

今回は“酢しょうが”ダイエットに挑戦。しょうがは身体を温めるので代謝がよく、

酢につけることでダイエット効果抜群らしい。さっそく作ってみた。気づけば、ごはん

にかけるとお寿司っぽくなり、ごはんが通常よりすすんでしまうので効果のほどは…!?

主任 冨 田 （火曜～土曜）

少し前から、某芸人さんにはまっている私。ちょっと息抜き…と動画を見る。また

見る。気づくと頭の中でいつもBGMが…。そんな訳で気分はすっかり“ブルゾンゆみ
．．

こ”でネタを妄想する日々。“with B”募集中です♥
．

副主任 廣 瀬 （月曜～金曜）・児童発達支援管理責任者

スマホに変えてまだ１年にもならないけど、ラインのスタンプが楽しくなってきた。

なかでも、“三太郎シリーズ”のスタンプが私のお気に入り！イチオシは“鬼ちゃん”。

でも先日“期限終了”と表示された…。期限があるなんて…ちょっと寂しくなった。
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谷 口 （月曜～金曜）

３つ下の弟とたまに出かける私。一緒に買い物をしていると、店員さんが「彼女さ

んの意見も…」と一言。似ていると思っていたけど、どう見えるのかな。そう言われた

時の弟の気持ちが知りたくないけど、気になる姉です。

加 藤 （月曜～金曜）

なわとびが大の苦手な息子。モチベーションを上げるために、大活躍した縄からか

っこいいスポーツブランドのなわとびにステップアップ。試しに私が跳んでみたら、二

重跳びが軽々できる！楽しくなって、毎日跳んでます。もうすっかり私のなわとび♥
．．

椹 木 （火曜～土曜）

１年前に手に入れた、真っ赤なデジタル一眼カメラ。普段は出番が少なく、使いこ

なせていない機能もたくさん…このままではもったいない。もう少しあたたかくなった

らこの子をお供に、少し遠くに足を運んでみようと計画中。

木 村 （火曜～土曜）

手芸店で見つけた“ズパゲッティ”という糸。調べてみると“Tシャツヤーン”とも

呼ぶもので、着なくなった衣服からできる糸らしい。さっそく古着を出してズパゲッテ

ィ作り。たくさんできたズパゲッティで何を編もうかな？

今年度も職員で一丸となって歩んでいきます。

どうぞよろしくお願いいたします！

・・・あとがき・・・

祖母から頼まれ、“大人のぬりえ”なるものを買って帰った。「見本の載っているも

のがいい」というリクエストに応えて選んだが、パラパラめくって「きれいやね～」と

眺めては、満足してパタリと閉じる。会う度に塗ったか尋ねるが、祖母の首が縦に振ら

れることはなく、一緒にプレゼントした色鉛筆もきれいに揃ったまま。今度は二人でし

ようと誘ってみようかな…と目論んでいる。
もく ろ

椹 木
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