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ほがらか企画５年目を迎える春に
更に夢をふくらませて！
2011 年５月に NPO 準備会を発足し、翌年 11 月「NPO 法人ほがらか企画設
立総会」を経て、2013 年 3 月ほがらか企画の法人格を取得し、6 月より学齢児
を対象とした放課後等デイサービス「びぃーぼ」をスタートしました。
そして今年は法人設立から 5 年目を迎えます。ご近所の方からも「もう 5 年
かね、早いね～」と笑顔でお話しできることがとても嬉しく思います。
69‐47‐7519
昨年は、恒例の創立記念コンサートを始め、
「山海家族海水浴企画」など、地
元（知多半島）の専門家と提携して取り組むなど、新しい企画も拡がりました。
また、利用者ご家族をはじめ、会員、地域や福祉関係団体、行政、その他沢
山の方にご支援頂き、次のステップとして「第 2 期ほがらか事業計画」を作成
し、少しずつ実現に向け動き出すことが出来ました。
さて今年は私の干支「酉年」であります。
“色とりどり”の思いを“とりこみ”
ながら“ひとりひとり”がほがらかな町づくりに向け“とり組んで”行きたい
と思います。
どうぞよろしくお願いいたします
NPO 法人ほがらか企画 山本 憲司
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
右画像は、今年の「初日の出」です。
「ここから始まる農業と福祉の夢」と
題して事業所予定地で撮影しました。
地主さんのご厚意で、約 1.000 坪（緑
ヶ丘小学校西側方面）のこの場所で、
「小
さな大豆畑と野菜畑」を耕作します。
この場所で今年 1 年どんな「物語」が
生まれるのか、
「汗と笑顔と夢」を皆さん
にお伝えする予定です。
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子どもたちの「やりたい！」から創る行事
びぃーぼの実践

放課後等デイサービス

前号は 9 月までの内容でしたので、今
回は 10 月以降の取り組みをご紹介します。

ハロウィンの準備開始！

ようやく夏の暑さが和らいだ 9 月下
旬から、子どもたちの室内遊びは、「ベ
イブレード」や「人生ゲーム」、ぬいぐ
るみを使ったごっこ遊び、トランプ・か
るたなど、自分で好きな遊びを探してい

そうこうしているうちに、今年も世の
中は「ハロウィン」の時期になりました。
プログラムの予定は歌やダンス、スタ
ッフ出し物のお楽しみ会、秋の食材を使
った食事会。平日は夕食、土曜は昼食で

く子、友達が遊んでいるところに興味を
持ち一緒に遊ぶ子など様々です。

した。
ハロウィンは「魔女からのプレゼント」
が今年もびぃーぼに届くよう、みんなで
魔女に手紙を書こうと準備をしました。

また外遊びでは、バドミントンやドッ
ヂボール等、身体を使って遊ぶ子、虫取
りをする子などですが、一番のニュース
は「夏に飼育していたカブトムシの飼育
小屋を片付けしている時に幼虫を発見」
でした。
早速皆で観察し、新しい飼育マットを
準備してまた飼育を始めました。
上手くいけば来年の夏にカブトムシ
が生まれるので楽しみですね。

またハロウィンの仮装衣装をだした
ところ皆で着て魔法使い、魔女ごっこを
して遊びました。
また、武豊町産業課から声をかけて頂
いた「畑の芋ほり」に、仮装で出かけ、
たくさん収穫がありました。

ハロウィン当日は子どもと
スタッフも「出し物」披露！
びぃーぼのハロウィンは、お楽しみ会
で「歌やダンスを皆の前で披露」したり、
皆に見せたい特技がある子が順番に
立候補して発表しました。
積極的に参加する子も多いのですが、
前に中々出られなかった子も友達と一
緒に歌い楽しむことも出来ました。
またスタッフの出し物はマジック、魔
法、クッキング、歌、クイズコーナーと
色々行い、好評でした。

お芋はみんなのおやつになりました。
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「ハロウィンお楽しみ会」の最後は、

12 月のクリスマス会

今年初めて「ハロウィンカボチャ版の福
笑い」を皆で行い記念写真を取りました。
福笑いでは、子どもたちがちゃんと誘
導して、きっちりとした顔になることが
多かったです。

準備
クリスマス会はツリーの飾りつけや、
室内の飾りから始めましたが、飾り作り
は、クリスマスリースの手作りをとりく
みました。
カラータイルやビーズ、シールを自分
で選び、紙皿に貼りますが、とても簡単

11 月冬も、外で元気に
遊んでいます！

に出来るので、子ども達も好きなシール
や飾りを選ぶのに夢中になって作りま
した。
また、クリスマス会の時にどんな歌が
歌いたいとか、ダンスをやりたいと職員

11 月から 12 月にかけて少し肌寒くな
ってきましたが、子ども達は元気一杯遊
んでいました。
外遊びは、縄跳びやバドミントン、チ
ャンバラごっこ等身体を使って遊ぶ姿
が増え、また、サッカーやドッヂボール
等のボール遊びも人気でした。

に教えてくれる子もいました。

日本福祉大学サービスラーニング
日本福祉大学教育プログラムである「サ
ービスラーニング」は、夏休み後半から９
月初旬２年生４名が各６日間びぃーぼに
来て子どもたちと生活を共にしました。
期間中は「遊びの提案」を自分たちで考
え、
「プラ版キーホルダー」
「的当てゲーム」
「飛行リング」を子どもたちに提案、実践

半田商業高等学校定時制生徒会から
の壁画寄付と生徒さんの代表と先生が
訪問下さり一緒にケーキ作りやお楽し
み会をしました。

しました。学生さんの一生懸命が子どもた
ちの笑顔にかわりました。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

「パン作り研究会」さ

■今年も町内の

んに注文したロールケーキで「マイケ
ーキ」を作って食べました。
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「干 し柿 づくり」に初 挑 戦

10 月～12 月
法人の活動・事業報告

「なないろコンサート」で演奏
１０月８日はとても長い 歴史と思い
のこもった「なないろコンサート」、
（名古屋市中村区）は午前中少し練習し
てから「大須」に出かけショッピングと
昼食、夜もみんなで夕食を食べ楽しい１

スタッフが知人の方から頂いた「干し
柿作りセット」を１２月初旬子どもたち
と一緒に作ることにしました。

日でしたが、なんと知多半島Ｆ大学４年
スタッフ２名が「初！大須」だったので、
大須の町を子どもたちが道案内役をして
くれました（笑）また「なないろコンサ
ート～」には子ども達の親御さん、兄弟、
おじいちゃんおばあちゃんが応援に来て
下さいました。

びぃーぼの軒先に子どもと一緒に
干しました。
１月下旬には「おやつ」のお菓子さん
で出品しました。値段は４０円！！

（大須の商店街を散策中）

たけとよ味 の蔵 フェスタで演 奏
当日は、ボランティア参加の戦隊ヒー
ローの方に準備でとても親切にして頂い
たり、沢山応援頂き無事演奏を終えるこ
とが出来ました。この日もご父兄は勿論
ほがらか企画の利用者やご父兄の方が応
援に来て下さいました。＊＊＊＊＊＊＊
4

「北 山 ふれあいまつり」（武 豊 町 ）

「南知多手をつなぐ育成会クリスマス会企画」

武豊町北山区で毎年区民の手作りまつ
りに、初めて「ほがらか企画で演奏」で
演奏しました。当日は天気も良くメンバ
ーご家族の応援もあり楽しく参加できま
した。

毎年恒例の南知多育成会クリスマ
ス会企画です。今回も可愛いコップを
作ったり、歌や踊りを楽しみました。
（歌っている画像がありません）

「武豊町手をつなぐ育成会５０周年」
武豊町手をつなぐ育成会は、創立５０
周年を迎えました。会員でもある当法人
は、
「ほがらか企画の演奏」と「遊びコー
ナー」を担当、会員のご家族みなさんが
祝賀会に参加できるお手伝いが出来まし
た。沢山の方々が参加されとても素晴ら
しい５０周年記念行事でした。

「内藤希花＆城田純二ライブ」２ ０ １ ６ ・ １ ２ ・ １ ８
を半田のハルニㇾ（就労支援事業所）で企画
しました。準備、リハーサル、本番と、お二人
は勿論、参加下さったみなさんも笑顔いっぱい
でした。
そして私はお二人の温かいサポートで、
なんとサプライズで一緒に歌と演奏をしました！
本当に素敵なプレゼントを頂きました。
唄った曲は、「街」「めぐりあい」そして、
アンコールでも城田さんから呼んで頂き
「青春のうた」どれも山本が学生時代毎日の様に唄った曲でした。
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10-1 月ほがらか活動報告

新しいほがらか企画の仲間紹介

10 月
・4 日半田支援学校見学（山口）

「３代目ほがらか号」

個別支援計画懇談会
・5 日カリキュラム会議
・武豊町部会
・7 日バリアフリーコラボレーション会議
・8 日なないろコンサート出演（同朋大学）
・9 日武豊味の蔵まつり参加・出演
・12 日武豊町ボランティア交流会打合せ
社労士打合せ/税理士打合せ

約３年間子どもたちを毎日乗せて走っ
てくれた２代目が引退し、３代目の登場

・13 日愛知小児ケース会議

です。 創立記念企画の総合司会もした
「武豊乙姫」のキャラクターを車に貼っ
て少しかわいらしくなりました。
（勿論著作権許可済です）

・14 日日本福祉大学 SL 発表会

法務局
武豊町まちづくり委員会
・15＾16 日手をつなぐ育成会東海北陸大会
（飛騨高山）
・17 日武豊町ボランティア交流会役員会
放課後デイ連絡会
・18 日バリアフリー打合せ
・19 日重心訪問
・20 日武豊中学校文化祭見学

そして今年春から始まる「大豆・野菜
栽培」で大活躍の予定。

・25 日地域家庭訪問

「ほがらか軽トラ君」紹介

・26 日各種打合せ・会議

バリアフリー打合せ
・27 日知多福祉相談センター来所

11 月
・2 日相談
・3 日事務打ち合せ
・4 日カリキュラム会議
・10 日第２期ほがらか事業計画関係
・11 日見学相談

■２月から始まる草刈、７月の種まき
に向けた耕作など、運搬等に活躍予定。

・12 日 OG 職員訪問
・14 日半田商業定時制打合せ
・16 日農学研修（佐伯）
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・18 日職員研修交流会

1月

・19 日子育て支援課

・4 日仕事はじめ

・20 日北山区民まつり演奏

・10 日武豊町産業課打合せ

・27 日武豊町手をつなぐ育成会

・13 日耕作借地契約

５０周年記念演奏等

バリアフリーコラボレーション会議

・28 日武豊町ボランティア交流会委員会

・14 日名古屋市南部地域療育センター（山本）

・29 日保育所等訪問支援

・16 日カリキュラム会議

・30～12/1 農福サミット IN みえ

・18 日法務局
・19 日 NPO 法人エンドゴール打合せ

12 月

武豊町商工会議所賀詞交歓会 3 名

・6 日カリキュラム会議

・21 日全国校区・小地域活動サミット

・7 日ほがらか号納車

ｉｎおかざき・西三河（山本）

・9 日バリアフリーコラボレーション会議

・23 日武豊町ボランティア交流会役員会

ボランティア交流会準備

農耕機械寄付見学

・10 日武豊町ボランティア交流会

・24 日農耕用軽トラック納車

・12 日さぽーと２

・25 日農業専門家打合せ

クリスマス会スタッフ練習

・29 日春の国際音楽祭練習

・14 日カリキュラム会議

・30 日武豊町ボランティア交流会実行委員会

M&J 企画下見
・15 日放課後等デイサービスサロン企画

■ＮＰＯ法人ほがらか企画
短期・中期将来計画の進捗状況■

社労士打合せ
武豊町学校打合せ
・18 日南知多町手をつなぐ育成会

クリスマス会
（２０１６年６月～１１月）
■２０１６年６月から「農業と福祉」
を議題に「武豊町福祉課・産業課・

内藤希花＆城田純二コンサート
・19 日税理士打合せ
福祉課・産業課・法人農福三者会議

ほがらか企画」による三者検討会を
７月・12 月と計３回開催し課題整理
を行い、並行して「事業所候補地探
し」を行う。
（２０１６年１２月～２０１７年１月）
■ほがらか企画を応援下さる方々の
ご協力で候補地が見つかり、2017 年
1 月に契約を行う。

・20 日武豊町部会
ふれあい名古屋交流会
・21 日耕作借地打合せ
武豊町手をつなぐ育成会総会
半田商業定時制生徒会訪問
・22 日武豊中学校打合せ
・27 日職員交流会
・28 日法人大掃除

＊事業所候補地も見つかり、今年度は
１､０００坪の内１５０坪ほどに「大
豆・野菜の栽培」を予定。

・29～1/3 閉所
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法人今後の予定
・春の国際音楽祭２０１７参加・

・・・寄付・ご協力のお願い・・・・・

２/１２：ゆめプラ
２/１９：常滑イオンモール
＊以上は「手話パフォーマンスグルー
プ」ｄｒｅａｍ☆姫の演奏サポート

●春から取り組む「農業」に関係する、
農機具類（小・中型耕運機（管理機）・
クワ・カマなど）の寄付や、機具を収納
する「小屋」やその一部等を貸して頂け
るような情報があればご連絡ください。

・ 武 豊 町 福 祉 ま つ り・
３/１２：中央公民館・保健センター

●日用品やおもちゃ・絵本等のご寄付を
お願いします。子どもたちが生活する場に
必要な品々が揃ってきましたが、タオル、
食器、おもちゃ、絵本等ございましたら、
是非、ご連絡ください。（山本）
（電話：0569-47-7518 山本）

■バリアフリーコラボレーション 201７■
３/１９：ゆめたろうプラザ
エスポワール・レインボーと
知多娘のコラボダンス
■エスポワール・レインボーとは
ほがらか企画放課後等デイサービス事
業「びぃーぼ」に通うダンスや音楽の
好きな子ども達を中心に構成したチー
ムです。
今回は、当日司会を担当する「武豊乙
姫（牛田有香）」さん他のメンバーと一
緒に踊る予定です。是非ご参加下さい。

感謝・お礼
■９月１日～２０１７年１月末までの
ご支援・ご協力下さった方々のご芳名を掲載
し、報告・お礼とさせて頂きます。
（順不同・敬称略）
・武豊町手をつなぐ育成会・南知多手をつなぐ

育成会・なないろコンサート
・赤い羽根共同募金（愛知県）・堀家泰司郎
・田中伊紀子・久野遥雅・中村ゆかり・
・柴田明治・匿名ほか

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
NPO 法人ほがらか企画

検索

ほがらか企画のホームページ
を是非ご覧ください。

（２０１６年６月法人創立記念にて）
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・・・・・・・・・ありがとうござい

