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12 月に入り季節も寒さもまた一段とすすみ、年末の雰囲気を感じています。
今回、今までなんとなく過ごしてきた年末年始やお正月という行事について、改めて調べてみるこ
とにしました。
「実りと幸福を授けてくれる」という歳神さまをお迎えするためのお正月。家中をきれいにする「す
すはらい（大掃除）」、「しめ飾り」は歳神様をお迎えする際、
家を清めるとされ、歳神様が来訪されたときに依り代とな
る「門松」は、我が家に迷わずに来られるように目印とす
る意味もあり、「鏡餅」は、年神様へのお供え物であると
知りました。再確認したものもあれば、そうだったのかと
新しく知ることが出来たものもありました。
「お正月とは？」と聞かれてもはっきりとは答えられなか
ったものが一つ一つ分かり、すっきりとしました。地域に
より違いはあるのでしょうが、歳神様を迎えるという行事で
あり、新年を祝う思い、幸多き一年を願う気持ちは同じもの
なのだなと感じました。
「お正月」の意味や意義を理解したうえで迎えることが出来そうな今回の年末年始。今年一年のた
くさんの感謝と反省とともに、新しい年を寿ぎ、歳神様をお迎えしたいと思います。
2022 年は、皆様が笑顔に、そしてホッと出来るような日が一日でも多くあることを願います。
幸多き年となりますよう、よいお年をお迎えください。
施設長 佐々木常道

図書館大活躍
緊急事態宣言下、外出ができないなかでも、子どもたちは

やった！！

図書館を上手に使って時間を過ごしていました。絵本や

新刊でてる！

漫画、小説に夢中になったり、雨天で外遊びのできない

小4 T君

くん

暇な時間はいろいろな DVD でドキドキわくわくしながら
仲良く過ごしています。毎日図書館に足を運ぶ子どもたちもいます。 目標は全部
皆様から頂いた本や DVD 、寄付の図書カードなどを活用

読むこと！

させてもらい最新刊をそろえることで、子どもたちは楽しんで

小 5 T ちゃん

過ごすことができました。ありがとうございます！
今後ともご協力お願いいたします。

10 月
市民運動会（中止）、
浅川地子連ドッヂボール大会（中止）

6 月から 11 月までの行事
6月
地子連ドッヂボール大会（延期）
7月
海水浴（中止）

8月
市社協プール招待（中止）
終戦映画会
原爆写真展（常時開設）
小山神社祭礼・夏祭り（中止）

ハロウィン（各家）
11 月
浅川地子連マラソン大会（中止）
七五三
赤い羽根共同募金
いちょう祭りバザー（出店中止）

小仏川河川清掃（中止）
ラジオ体操（23～27 日）

～調理師だより～

季節の食卓

・お稲荷さん
「尾西の五目ごはん 260g」「お湯 160g」
「味付け油揚げ

「9 月防災食月間

１P」
「寿司酢 10 ㏄」

避難した時のご飯を

～ローリングストックの実践～」

初めてみた！

小2

N ちゃん

9 月、防災の呼びかけ！ローリングストック
を兼ねて、栄養・調理チームでお昼に防災食
をふるまいました。今回は「アルファー米五
目御飯」を酢飯にし、
「お稲荷さん」です。お
いしく、防災を意識する時間にできました。
皆さんもご自宅に保存している防災食がご

美味しくて、

ざいましたら、ちょい足しで簡単にできます

10 個も食べちゃった
中１

ので、ぜひ挑戦してみてください！
「Happy

S君

Halloween！！」

10/31 ハロウィン！！ 栄養・調理チ

・salada de Hallowe’en（4 人前）

ームの魔法使いたちは、献立に呪文を唱え

「ジャガイモ（中）4 個」
「かぼちゃ 1/4 個」

て、夢 の食卓ステー ジにみん なをご招

「カニカマ 6 本」「キュウリ 1 本」

待！！「見せて食べる」を目標に普段のカ

「枝豆 or コーン

ボチャもハロウィン仕様に変身します。

「メイプル or

季節に合わせた魅せ方も食育の一つ。各

ホットケーキシロップ 大 1」

素敵なハロウィンイベントが楽しめまし
た。これからも、食という魔法でこどもの
生活を支えていけるよう頑張ります。
今 回 の 魔 法 の 一 つ 、「 salada de
Hallowe’en」の材料をご紹介します。ぜ
かぼちゃのポテト
サラダ！おいしい！
代表調理：山下浩

お化けにな
ってて、
カワイイ♡
小5

ホームでこどもの暖かい笑顔が飛び交い、

ひご家庭でも楽しんでください♬

60g」
「マヨネーズ 大 4」

小 4 A ちゃん

S ちゃん

家会議は大人も子どもも一緒に話し合う場です。子どもそれぞれ

家会議

の目標を決める、家で起きている問題について話し合う、今後の
予定の確認、など。皆が気持ちよく暮らす為の大切な時間です。

安心安全な家を目指し、相手や周りの気持ちを考え、
自分の気持ちを適切に言葉で表現する練習をしてい
ます。互いに誉め、勇気づける機会を作ることで、
照れつつも楽しく参加し、年の差のある子どもたち
の一体感をみんなで深める場にもなっています。

私の目標

私の目標

友だちをたくさ

人にやさしく

ん作りたい！！

する♪♪

次のパーティーは
劇をやりたい！！

それぞれの意見を大事に、
「意見の出し方」だ
けでなく、
「話の聞き方」も練習して全員で問
題解決に向き合い、約束を決めたり、イベント
を企画したりしています。できるだけ皆で納
得して生活をすることを心掛けて、仲の良い
落ち着いた家づくりを目指しています。

お祝い会

目標に取り組んだ後はお楽しみが待っています。
毎月、何ができるようになったのか、何が守れた
のかお祝いをして楽しく過ごします。

幼児棟では挨拶などのコミュニケーショ
ンを練習しています。日常でも自然と
「おはよう」が聞こえてきます。
月末には「表彰状」にてお祝い！「お家
のお菓子屋さん」にてお買い物！
普段、みかけない駄菓子をニコニコ笑顔
で頬張っている姿が本当に愛おしいです

あれも…こっちも…
何にしようかな～♬

頑張った子どもたちへ
手作り表彰状！

お店みたい!？ 小 5 S 君

男児棟では月末、日頃の頑張りをゲーム大会やお菓子作り等
で一緒にお祝いし、楽しんでいます。今回はピザ作り。思い
思いの具材を載せてオーブントースターへ

作ったピザを

見せ合い、楽しく！美味しく！皆ではしゃぎました。
「皆で将来の目標に近づく」をテーマとして全員が認め合い

具乗せすぎ！笑 中 1 K 君

励まし合うような仲を目指しています。

お面屋さんでお揃い面を作り

各家夏祭り

共同募金

ました！はいチーズ✌

困ってる人に届けてね
毎年 11 月に共同募金活動

家で夏祭をやりました！

をおこなっていましたが、

何でもすくいや、射的、

今年度も感染症対策のため

輪投げなど。子どもと大

行うことができませんでし

人で全部手作り。

た。活動を継続できるよ

ご協力ありがとうございます

う、今年も施設内で募金活
動をしました。助けあいの
浴衣着れてよかった！

気持ちで、大人も子どもも

小4

みんなで募金をしています

M ちゃん

す。

ハロウィンパーティ

七五三

着物って疲れる・・
年中

Ｈくん

おうちで思い思いの仮装と
お菓子で盛り上がりました♬

今年は 5 歳児 2 名の七五三お祝いをしました。やんちゃ
な二人の男の子ですが、びしっと着付けをしてもらうと
ピーンと緊張感！（笑）

『 方

高校生はお菓子を広げて女子

「かっこいい」と誉め言葉が飛び交うと段々ポーズも勇

会風。幼児は輪投げ大会。

ましくなり、少し大人になった気分です。これからの健や

色々なハロウィンパーティ

かな成長を願っています。

言 』

髙本可奈子

当施設には地方出身の職員が多くいますが、標準語を使いこなしており、方言が出る人は少なくありません。
かく言う私も地方出身で生まれも育ちも神戸です。
就職する前は関西で生活をしていた為、もちろん関西弁でした。入職した 4 月は、関西弁に馴染みのない子ど
も達が興味本位で「何でもいいから喋ってみて」
「テレビの人みたい」と寄ってきていました。段々と職務に慣れ
始めた頃、小学生に「～やろって怖い」
「丁寧(な言葉)じゃない」と言われました。その子には丁寧な言葉遣いを
教えているのに、私が“丁寧でない”と思われる言葉遣いで良いのかと考え、少しずつ自分の中で練習を始めま
した。そして最近では関西出身であることを言わない限り周囲には気づかれないほどです。
しかし、7 年の月日が経っても変わらないものもあります。関西では片づける事を“なおす”と言います。子
ども達が学校から帰って来て、私が「靴なおしておいで」と言うと、最初は「直す？」「修理するの？」と聞き返
されていましたが、今となっては子ども達の方が慣れ、気にもせずに片付けに行きます。他にも、食や行事等の
文化には未だ慣れず、納豆は相変わらず苦手ですし、そばよりうどんが好きです。また、子どもの日には柏餅で
はなく、ちまきをついつい買ってしまいます。
きっかけや日々の業務の事はあったにしろ、私自身環境
に染まりやすい人間なのかもしれません。環境に染まる
ことは集団の中で生き抜いていくには必要なことだと思
います。でも、その中で子ども達には“今まで培ってき
た文化や個性”を大事にして欲しいと思っています。

今後の予定（12 月～5 月）

1月

12 月

卒村生新年会（中止）

もちつき大会（中止）

繭玉焼き

節分
浅川地子連かるた大会

クリスマスサンタプロジェクト
（ゴールドマンサックス証券様）
地域共同防災訓練

2月

5月
3月

鯉のぼり設置

ひな祭り

4月

梅まつり

卒村入進学祝い

幼稚園入園式

幼稚園卒園式、各学校卒業式

各学校入学式

～お知らせ～
養育家庭（里親）募集

里親講座参加募集

里親制度をご存じでしょうか？

今年度の里親子育て講座、無事終了いたしました。

虐待などの様々な理由により、家庭で適切な養育

「子どもとの具体的なかかわり方を知ることが出来て、子

を受けることが出来ないお子さんを家庭に迎え

どもが可愛くなってきた。
」とのご感想を頂きました。

入れ、温かい愛情と正しい知識でその成長をサポ

今後も子育てが楽しくなるお手伝いが出来たらと思ってお

ートする役割を担っていただく制度です。まだま

ります。令和 4 年度、春と秋 2 回、講座開催を予定します。

だ里親が少ないのが現状です。長期だけではな
く、短期里親の方もいらっしゃいます。
ご興味のある方は、各地域の児童相談所や当施設
にご連絡お待ちしております。

第一期 ６月～７月ごろ（毎週火曜日・全 7 回）
第二期 ９月～10 月ごろ（毎週木曜日・全 7 回）
ご興味のある方は、施設メール、電話でご連絡ください。
皆様のご参加、お待ちしております。

ホームページ一部リニューアルのお知らせ

鯉のぼり

寄付のお願い

エス・オー・エスこどもの村の公式 HP です。

毎年 4 月の中旬からこどもの日まで、わが施設の風物詩、

『こどもたちの生活』ページをリニューアルし、

鯉のぼりを飾っています。4 メートルを超える鯉のぼりも

『職員の支援』ページを新たに作成しました。

あり、劣化が進んでしまっている現状があります。子どもた

お時間あるときにご覧ください。

ちも毎年楽しみにしている、この伝統を継続していくため
にぜひ「大型鯉のぼり」寄付のご協力をお願いします。

編集後記

ふと目に留まった「人間だもの」という詩人の一言。編集を終えた今、作りたい形に自分たちだけで到達でき

なかったことの諦めのように受け取れた。ただ、ふと一緒に作業をした同期の「助けられて完成した」という達成感のあ
る一言。未熟な自分に対しても許していいことを肯定された気持ちになる。
「人間だもの」に込められた許しの想いに触
れた感覚。改めて自分にも他者にも、いい意味での諦めと、許しを持てる、謙虚な姿勢が大切だと思い出せた作業だった。

【令和 3 年 6 月 1 日～令和 3 年 11 月 20 日迄に寄附金を下さった方々・団体】
（順不同・敬称略）
袁和満 畑健二 森悦子 藤本愛 峯尾久 峰尾勝 山下浩 芝波田繁 秋間正明 秋本勇治 天野美津子 荒川修二 上宮良一
有本陽子 市瀬惇一 内田昭子 大内郁子 大屋信一 折笠親一 柿沼恭子 隂山大和 梶原裕子 金子真士 鎌田惠子 荒瀬円
上村秀如 川村修吾 串田尚枝 久保行男 黒川良二 酒井紀子 佐藤美代 嶋村典子 髙尾雅代 田口信夫 ツツミカズユキ
田邉和子 富石暉美 登丸弘康 中野美香 髙田雅弘 髙橋武子 錦戸正継

西山糸子

西山美雪

平松清美 安達まり子

星田朱巳 松村知子 水野康直 宗廣晴義 森川五竜 山口崇之 山中京子 渡邉紘也 桑原みどり 廣田貞子 宮本清 柳沢崇
嶋村ひとみ 福地桂之助 峯尾三千年 佐々木恭次 佐々木常道 佐々木裕之 間々田伸弘 匿名 14 件 協力者 95 件
株式会社アウルズメディック 株式会社都典礼 株式会社相武企業 天富株式会社 川麻工業有限会社 目白遊技場組合
おぐら葬祭株式会社アットイーズ エコ・スマイル西野 ファイブエス HEANA 八王子駅北口商店会 みころも幼稚園
宗教法人宝生山金南寺 常林寺 大光寺 あけぼの 協力会社団体 2 件
令和 3 年 6 月 1 日～令和 3 年 11 月 20 日迄の合計寄附金額
146 件（団体・個人、複数カウント含む）

法人・施設合計 2,724,148 円

【令和 3 年 6 月 1 日～令和 3 年 11 月 20 日迄に物品を下さった方々・団体】(順不同・敬省略)
畑健二 星幸子 井上篤 遠藤恵 藤井清 吉田馨 赤垣美恵 井上勝好 岡本裕子 隂山大和 上宮良一 熊坂美紀 倉澤幸良
黒川良二 佐藤尚子 佐橋大輔 澤﨑道成 武田淑江 田代麗子 内藤彰信 山下浩 中嶋史子 堀江恵子 松尾英高 峯尾全男
峯尾富男 宮岡稔子 山口崇之 安達まり子 奥田さが子 春日作太郎 金子安記子 清水絵理子 田邉津知恵 根本早矢佳
野伏智恵子 福地桂之助 若月るみ子 田川真理子 小栗望 中野 匿名 2 件 協力者 13 件
BoyScouts of America EagleProject Dhruv Hingarh 株式会社チュチュアンナ チュチュアンナ 1％クラブ 江戸玉川屋
株式会社松しん 株式会社包む コストコ多摩境倉庫店マーケティング コストコ多摩境倉庫店ベーカリードネーション
イトウ製菓株式会社 一般社団法人碧鳳水元宮 明治牛乳浅川販売所 グルメシティ高尾店（黄色いレシートキャンペーン）
株式会社原田ガトーフェスタハラダ 株式会社朝日新聞社 横田基地 730AMS 横田基地歯科中隊 大本山高尾山薬王院
野下皮膚科 信州の出版社文屋 ありさんプロ株式会社 有限会社峰尾豆腐店 株式会社フレーベル館 金南寺 大光寺
上宿サロン 協力団体 13 件
【継続してボランティア活動でご協力下さった個人・団体】
（順不同・敬称略）
☆学習支援（Zoom）HUG for ALL

☆ヘアカット 堀川和夫

☆洋裁

田邉津知恵

【令和 3 年 6 月～11 月迄に招待・ボランティア活動でご協力下さった方々・団体】
☆タイル工作 芝タイル工業の皆様

☆七五三撮影 スタジオ・アン イーアス高尾

コロナ禍において、オンライン主流の形となり活動も自粛して頂き、国・都の発令に準じた活動判断を行っておりまし
た。この状況下でも様々なボランティアのお問い合わせをたくさん頂いております。今後の活動再開は HP を通して、
もしくは、直接ご連絡致します。引き続き、ご支援ご協力お願い致します。
≪御寄附に関してとお願い≫
いつも御支援御協力頂きありがとうございます。御支援頂いた寄附金は、子ども達の自立に向けた就学・生活支援、
施設整備、職員の援助技術向上の研修費用等に充てています。法人、施設運営の資金となる寄附金ですが高齢会員
の退会や物価高騰等で厳しい状況におかれています。厳しい昨今ですが更なるご支援をお願い致します。
ゆうちょ銀行 振替口座：00190-1-86745 社会福祉法人エス・オー・エスこどもの村
＊他銀行をご希望の場合はお手数ですがお問合せ下さい。
寄附履歴がある方、団体の皆様全件に、
「ゆうちょ銀行払込取扱票」を同封させて頂いております。
御寄附、寄贈頂きました皆様の氏名掲載には、充分に注意確認をして記載しておりますが、万が一間違い等ございまし
たら御一報をお願い致します。皆様からの温かいご支援、ご協力どうぞ宜しくお願い致します。

