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３年目の家族・会員企画、
今年も７・８月と総勢９０名余で

山海家族海水浴企画を楽しみました！
今年で３年目の山海家族海水浴企画となり、７月第５回目と、
８月第６回目の参加者は、延べ２１家族とスタッフ、総勢９０名
69‐47‐7519
余の取り組みとなりました。

プロの指導で輝く素晴らしさ！！
３年前からこの企画をご夫婦でサポートして下さっている河合繁輝さんは、山海（や
まみ）の地元でサーフショップ「ＳＵＲＦＥＲ‘Ｓ ＴＯＹ」を経営しながら、国内開
催のサーフイン世界大会のコンテストディレクターを務める等、国内外でお仕事をされ
忙しい中ですが、３年前から、「地元の海で経験を拡げたい」
と願う私たちの願いに賛同いただきスタートしました。
プログラムも、午前中が海あそびの経験を、砂浜・磯
「サップ」「ボディーボード」で楽しみ、昼食を挟んで、
午後はボディーボードプロ選手の奥さん、河合美佳さん
の、貝殻や流木で作る工作指導も楽しみの一つです。
今年は特に台風の影響もあり、海は危険も伴う環境で、７月と８月の波や当日の海
の混み具合も全く異なる環境でしたが、河合さんが、「安全第一にどうしたら楽しめ
るか」を当日まで波を見ながら予想・検討して企画して下さり、本当に安心して楽し
く出来、また河合さんも驚くほど、子どもたちもサップに慣れてきて、上手に波乗り
する姿があり、恒例の「カニや魚とり」スイカ割りも楽しみました。
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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

スタッフが

放課後等デイサービス

「おやつのプレゼン」

びぃーぼ だより

6 月は

BokuTube の準備

子どもたちに説明するスタッフ

6 月からびぃーぼでは、生活の中心をあ
そびにしていたこともあり、子ども達は
よく遊び、新しい集団の中で新たな友だち
関係が拡がることがある等と周りの様子
も見られる様になっていき徐々に慣れて

子どもたちは、おやつや土曜日の昼食作
りも楽しみの一つなので、今年度もいろい
ろなおやつ等の調理をしています。
おやつでは、今回初めて各曜日スタッフ
が提案をして、子ども達が選ぶ「おやつプ

きました。
そろそろこの時期に、今年度 BokuTube
を作り始めましたが、今回は始めの自己紹
介文のところで「好きなあそび」について
書いています。
ゲームが好き、ベイブレードが好きとす
ぐに書き始める子もいれば、自分の好きな
遊びって何かなと、自分について考える子
もいましたが、自分や友だちのことを知る

レゼン」をしたりと、いつも通りにはせず
に、例えば、初めてチョコシートを使い、
チョコバナナを作ったり、おやつの作り方
や材料を変えてみたり、決め方を変えるな
どのことをしました。
更に、昼食ではびぃーぼ菜園で採れたエ
ンドウ豆を筋取り等の準備から子ども達
と行い野菜炒めを作ったりしました。

きっかけになってきています。

基本的にはスタッフが調理することが
多いですが、スタッフが調理しているとこ
ろを見て、
「手伝う！」と一緒に行う姿や、
おやつ作りの時間に友だちの様子を見な
がら参加するのを決める姿があったり、そ
れぞれのペースで楽しんでいます。
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第２回おもちゃ選挙

各曜日が選んだおもちゃの説明

のとりくみ報告

せみの鳴き声が響くようになり、いよい
よ夏に向かうころ。
選挙の取り組みは、各曜日おもちゃの紹
介づくりになりました。
おもちゃの楽しいところを自分たちで
考え、他の曜日の子たちにも伝えるために
動画撮影をしたり、ボイスレコーダーでみ

～５月から１０月の実践～
おもちゃ選挙とは、普段子どもたちがび
ぃーぼで遊ぶ「おもちゃ」を各曜日で選び、
そこから一人一人が投票して選ぶ仕組み
です。
また、今年はどんなおもちゃを選ぶ選挙
のやり方も子ども達と一緒に決めました。
各曜日で選ぶ段階では、子ども達は自分
の欲しいおもちゃだったり、友だちと一緒
に遊びたいおもちゃを選んでいました。
また好きなゲームのブロックやびぃー
ぼにはない野球の道具等さまざまなおも
ちゃも出ました。

んなで順番におもちゃ選挙の訴えを録音
しＣＤを作成、帰車でかけるということも
とりくみました。

投票する
子どもたち

曜日代表の選び方から相談
曜日代表のおもちゃを選ぶために、どう
やって決めるか子ども達と一緒に考えま
したが、
「選挙をする」、
「あみだくじ」や、
「くじ引き」等、いろいろな決め方が提案
されて取組みました。そして決まった曜日
代表おもちゃをおもちゃ選挙掲示板に写

選挙の結果は！

真を載せました。

投票期間一週間、結果は投票者３５人
が投票し、トップが１４票で金曜日の子
どもたちが選んだ「闇のポータル」（レ
ゴブロック）でした。
２番は木曜日の子どもたちが選んだ
「じゃぶじゃぶ洗車場」
（トミカ）でした。
残念ながら選ばれなかったおもちゃは
は、クリスマスのサンタクロースさんに
お願いしています。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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7.8 月は

夏休みのびぃーぼは、やっぱり水遊び！

外に出ることも注意が必要なほどの酷暑でしたが、びぃーぼでは
水分補給は勿論、プールあそびの日陰を多くするなどの対応をして
また今年も各曜日でプールでのルールを作り、「とびこまない」や
「水をかけるときは聞いてから」など具体的に考え、あそぶ前に皆
で確認をし、ルールを守って遊びました。
またお盆過ぎは、酷暑とはうって変わって少しずつ涼しくなって
天気の良くない時は、「ほがらか映画館」としてびぃーぼで映画鑑賞
を行い、皆で見る映画を決めてから、ポップコーン、ジュースを準備
して映画館風にして楽しみました。
今年は暑い日が続き、びぃーぼでは水分補給の他に塩分補給も行い
ますが、塩分タブレットの苦手な子もいるため、フライドポテトを使
って塩分補給を行い、水分補給、塩分補給で熱中症対策をしています。

夏休み最後は、
みんなで創る「びぃーぼ夏祭り！」
８月に入り、夏祭りの準備を始めました。盆踊りの曲決めや、どんな屋台を出店
するかを決めていきました。そして今年の盆踊りは、子ども達と一緒に曲を決めた
こともあり、練習の時から積極的に参加する姿が多く、本番の盆踊りではみんなで
楽しく盆踊りを取り組む事ができました。
また、子ども達と準備してきた屋台では、楽しく
遊ぶ姿や、店番の担当の時は大きな声で呼び込みや受
け付けをして楽しく過ごしました。
月・火曜日は福祉大サービスラーニングのお兄さん
お姉さんが考えた竹水鉄砲やトランプの神経衰弱に
近い、数取りゲームをして遊びました。
そして今年も、保護者の方や、兄弟姉妹の皆さんも
夏祭りの見学に来て下さり、子どもたちの様子を見て
頂けました。
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外遊びも

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
そして遊ぶ時間が終わると使った道具
の水洗いをして片付けるところまで行い、
室内に戻ってきてからは手洗いをして汗
をかいていたら汗を拭いてから次の活動
に参加するように具体的な生活の流れを
子どもたちと確認して取り組みました。
また、部屋では工作をすることや、CD
を聞く、ダンスの練習等をよく行い、ドミ
ノもブームになり、すこしずつ参加者が増

元気に遊んでいます！

前半期人気の外遊びは何と言ってもシ
ャボン玉でした。シャボン玉を吹いてあそ
ぶことはもちろんのこと誰かに吹いても
らったシャボン玉を追いかけて割って遊
ぶことや、大きなシャボン玉を作ること等、
いろいろな遊び方を楽しみました。

前
えていき、普通にドミノ倒しをすることや、
ドミノを高く積み重ねて競争、立っている
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
ドミノにドミノを滑らせて倒し、おはじき
のようにして遊ぶ等、１つのおもちゃでも
いろいろな遊び方が拡がりました。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

～いよいよ１０月は、ハロウィンお楽しみ会～
１０月各曜日の最終日に今年もハロウィンお楽し
み会を開催予定です。
平日ではお楽しみ会と夕食を食べるプログラムを
予定し、土曜日はいつもの４時間で、お楽しみ会と
昼食のプログラムになります。
お楽しみ会の内容は１０月に入ってから各曜日の
子ども達と一緒に考えていきます。
昨年度はフルーツバスケットのハロウィンバージョンや、歌やダンスの発表会、
ハロウィン福笑い等を行い、今年はどんなお楽しみ会になるか楽しみにしています。
■ほがらか畑で育てたお化けかぼちゃです！■
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今年の夏休みも沢山の応援ありがとう！
夏休みと言えば、子どもたちの生活やあそびを応援・企画してくれる
日本福祉大学サービスラーニングの学生とボランティアさんたちです。

日本福祉大学サービスラーニング
今年３年目になるサービスラーニング
は、学生の市民性を育てる場として受入れ

子どもたちと一緒に創る楽しさを！

ていますが、今年は２つのゼミから各３名、
ダンボールのおもちゃづくりを考えて
計６名の学生が山海家族海水浴企画の参
きた学生たちは、「ポイント取りゲーム」
加も含め６日ほどの活動を体験しました。 を提案、ゲームカードの絵を子どもたちが
企画１は「水鉄砲づくり」
・企画２は「段
書いて、神経衰弱のルールで楽しみました。
ボールでつくるあそび道具」でした。
みんなで遊んだ当日以降も、大好きな子
がいて、大事に使って遊んでします。
ありがとうございました。
学生が竹で作る水鉄砲を提案し、先ずは
材料の調達から自分たちで行いました。実

里山ほがらかの竹取から始めよう！

際の水鉄砲づくりはとても苦労しながら、
最後は子どもたちの笑顔に癒されたよう
ですね！ご苦労さんでした。

■ほがらか企画のボランティアを

武豊町社会福祉協議会主催サマーボランティア
■今年も受入を実施し、地元２中学校から１年・
２年各３名づつ計
６名が、二日間に
分かれて、プール
や室内遊び、夏祭
りの準備、夏祭り
当日のお手伝いな
ど経験しました。
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３年目の久野遥雅さん。
毎年春・夏・冬休みにボランテ
ィアで参加、いつもはおやつや
食事の準備、片付けのお手伝い
ですが今年は畑仕事も手伝って
もらいました。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

法人事業報告

８月
ＮＴＴドコモ東海

最近の主な法人に関わる事業の紹介

ロボットプログラム名古屋
■今回初めて、ドコモ東海さんから企画
のご相談を頂きました。

７月

その内容は 2020 年度より小学校で必
修化の動きがある「プログラミング」を
教育用ロボットを通じて児童が体験する
夏休み企画で、今回ご招待頂きました。
小学生５～６年対象と言うことで、び
ぃーぼの対象者に呼びかけ、当日は５組
の親子が名古屋栄のＮＴＴドコモ東海ビ
ルに集合し、山本が付添ロボット作りを
楽しみました。

■今回初めて、町内施設責任者等交流会
をほがらか企画事業所で開催しました。
自立支援協議会などの会議等では顔を合
わせながら、意見も交わしますが、ざっ
くばらんに話せる雰囲気を大事にと、町
内では老舗ＮＰＯ法人が声を上げ、先ず
は集まってご飯食べて～の交流会が出来
ました。

作ったロボットと
操作するｉＰad

■ほがらか企画臨時総会開催、
法人の定款内容を決める臨時総会
を開催。これから「農業と福祉」
を課題に、働く場づくりの具体的
な事業を実施するための臨時総会
でした。

ドコモのスタッフが
制作応援してくれ
ました

■知多武豊駅東開発企画エキヒガに参
加しました。７月から２０１９年１月ま
での全６回の企画。名鉄知多武豊駅東の
開発が進む中、開発地区にある約 100 坪
の武豊町所有地利用のイメージを考え
るワークショップ。法人として山本憲司
が参加、約４０名余の参加者には行政・
町民他、「思いを形にしたい熱き方々」
がほとんどで、ほがらか企画の人的財産

９月
■大型台風に伴う事業所閉所について
ほがらか企画では、暴風雨など学校が
休校であっても、開所までの時間で安全
が見込まれる場合は閉所を行いませんで
したが、今回初めて台風２１号で「びぃ

になること間違いなしと思います。

ーぼ閉所」を行いました。今後も利用者
の安全を第一に事業所利用について判断
していきたいと思います。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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ほがらか畑だより
ほがらか畑２年目
５月

■茶豆種まき

の今年は、大豆だけではなく、他の作物
に挑戦していく事や、農家の方からも
茶豆やかぼちゃの種を頂いたので、作物
が沢山増えました。

６～７月
■第２回販売農家体験研修
■草取り・土お越し・肥料
■大豆種まき
■除草など
■ピーマン初収穫
■オクラ初収穫
■ミニカボチャ収穫

８～９月
■金ゴマ収穫

チャレンジしている作物
大豆・落花生・ピーマン・オクラ
茶豆・金ゴマ・サツマイモ・かぼちゃ
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
大型落花生

10～12 月
■お化けかぼちゃ収穫
■サツマイモ収穫
■落花生収穫
野菜も
喜んでいます

■ほがらか畑のボランティアさん募集中■
ほがらか畑の草刈りや種まき、管理等
大豆や野菜等これから育てていく企画に
是非ご協力ください。（詳しくは 11 ページ）
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左から
落花生・ピーマン・オクラ
右側は収穫後の金ゴマ

6-9 月ほがらか活動報告

・26 日日本福祉大学サービスラーニング
・31 日武豊町商工会議所学習会

６月
８月

・1 日日本福祉大学サービスラーニング
武豊町販売農家体験講座

・3 日びぃーぼ利用相談

・2 日スタッフ学習会

・7 日武豊町社協ボランティア説明会

・5 日カリキュラム

・11 日山海家族海水浴企画・ＳＬ実習

・6 日スタッフ学習会

・16 日 6 時間保育開始・ＳＬ実習

・7 日武豊町生活課人権擁護関係打合せ

・17 日ＳＬ実習

シロアリ駆除

・18 日ＳＬ実習

・8 日スタッフ会議・学習会

・19 日里山ほがらか竹取りＳＬ実習

・13 日社労士打合せ

・20 日ドコモ東海ロボットプログラム名古屋

・14 日スタッフ会議学習会

ＳＬ実習

・16 日若しゃち会打合せ

・21 日ＳＬ実習

・18 日税理士打合せ

・22 日社協サマーボランティア

・20 日北山畑打合せ

・23 日ＳＬ実習

放デイ連絡会

・25 日知多武豊駅東開発企画エキヒガ

・21 日日本福祉大学サービスラーニング打合

・27 日びぃーぼ夏祭り ＳＬ実習

アルバイト面接

・28 日びぃーぼ夏祭り ＳＬ実習

・22 日武豊町部会

・29 日びぃーぼ夏祭り 社協サマーボラ

武豊町社会福祉協議会評議会

・30 日びぃーぼ夏祭り

・23 日子ども＆まちネット

ＳＬ実習

・25 日ボランティア交流会

・31 日びぃーぼ夏祭り

・28 日ふれあい名古屋

ボランティア

社協記事打合・ケース会議

←

ほがらか畑に可愛い

・29 日子ども部会

お客様が！

７月
・3 日カリキュラム・ふれあい名古屋

９月

・4 日職員健康診断 3 名

・1 日ボランティア

・5 日ドコモ東海企画打合

取ったばか

・4 日台風で事業所閉所

・10 日労務管理学習山本

りのピーマ

・11 日相談

ンを食べて

・13 日現任研修（名古屋）
・事業所見学受入

・12 日放デイ学習会・名古屋

にっこり！

・15 日モニタリング

町内施設責任者等交流会

・12 日福祉課障害者週間企画打合

・16 日農福打合せ

・13 日法人理事会

・18 日税理士打合せ・社労士打合せ

・17 日夏休みカリキュラム

・19 日武豊町部会

・18 日法人臨時理事会・ふれあい名古屋

・20 日社会資源開発部会

・21 日山海家族海水浴企画

・21 日武豊町住民課

・23 日夏休みプログラムスタート

・26 日知多武豊駅東開発企画エキヒガ

・25 日知多武豊駅東開発企画エキヒガ
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法人今後の予定
①11 月 3～4 日武豊町文化祭・びぃーぼ書道作品展示
■３年間取り組んできた書道展作品の一部を「中央公民館」で展示。

②12 月１日（土）第２回ほがらか畑家族・会員収穫祭
■利用者ご家族・会員対象のほがらか畑収穫祭です。場所は「ほがらか畑」
10：00～13：30 予定 大豆の収穫や畑で小運動会・芋煮会など
■パン研さんの「ワッフル」をおやつで食べますよ！

③12 月３～７日武豊町障害者週間作品展・びぃーぼ書道作品展示
■今回初めて武豊町が企画した「障害者週間企画」に、３年間取り組ん
できた書道展作品の一部を展示します。

④12 月びぃーぼクリスマス会 12/17～22 日
■17 日（月）～21 日（金）は、クリスマス会と夕食会です。
パン研さんで作ってもらう「ロールケーキ」で、ケーキも作ります！

⑤育成会クリスマス会コンサート
12 月 9 日（日）武豊町育成会・16 日（日）南知多育成会
■ほがらかバンドでクリスマスコンサートを行います。

⑥バリアフリーコラボレージョン 2019

詳細は１２ページ

■第 2 期ほがらか事業計画進捗状況■
2020 年 4 月オープンを目指し、
3 年目を迎えた第 2 期ほがらか事業計画です。
いよいよ 1 年半を切りましたので、①開所に向けたより
具体的な施設準備計画。②建設・運営資金計画。③人材確保・育成に
向けた準備。④ほがらか企画が目指す「農業と福祉」・「地域共生社会」
の計画等進めております。
2019 年初旬には施設開所候補地決定、開所準備と、来年はまた忙しく
なるでしょうが、ほがらか畑３年目の実践もしっかり取り組んで行きた
いと思います。よろしくお願いいたします。
理事長 山本憲司
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感謝・お礼
■２０１８年 6 月～９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）
久野遥雅・岩瀬靖・中村和義・清水佐知子・松本初代・匿名他
＊＊＊沢山の方々のご支援にお礼申し上げます＊＊＊＊＊

・・おねがい・・・・・・
その①

・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、絵本等また、「ほがらか畑」では、脱穀機・農機具等を探しています。

その②

農業に興味や関心、従事されている方・
「農業と福祉」の準備ボランティア募集中です！

今現在は、武豊町内に「ほがらか畑」1.000 坪の畑を借りて「障害者の働く場」
づくりの準備を行っています。（２０２０年度開所予定）
そこでこの事業の担い手スタッフや、現在のほがらか畑で育てている大豆栽培
などの、草取り・耕作・栽培・生産など一緒に関わって下さるボランティアやス
タッフに興味のある方を大募集しています。

その③■ほがらか企画ボランティア募集今後の予定■
日

程

内

容

予

定

１１月２３日（祝）

大豆収穫等

9：00～14：00

１１月２４日（土）

大豆収穫等

9：00～14：00

１１月２５日（日）

大豆収穫等

9：00～16：00

１２月

１日（土）

ほがらか畑収穫祭・裏方

9：00～14：00

１２月

２日（日）

ほがらか畑脱穀など

9：00～16：00

詳し内容や参加時間の相談等お問合せ：０５６９－４７－７５１８（佐伯）

創立 5 周年を迎え！

早いもので、ほがらか企画を 2013 年からスタートして

6 年目を迎えます。この間本当に沢山の方々に応援して頂き、方針の次への準備も進
む事が出来ました。これからもよろしくお願いいたします。
＊5 周年記念品を作成しました＊
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バリアフリーコラボレーション２０１９
お知らせとお願い
■開催概要■
事業名：「バリアフリーコラボレーション 2019」
主 催：バリアフリーコラボレーション実行委員会
開催日：平成 31 年 3 月 24 日（日）
場 所：武豊町民会館 輝きホール（大ホール）
内

容：障がいのある方と若手ミュージシャンとのコラボ企画、地域で活動され
ている障がいのあるアーティストの演奏、光の演出などを予定。
後 援：武豊町(申請中)、武豊町教育委員会（平成 30 年 9 月現在）
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

２０１９年３月２４日（日）も知多娘。と踊ります！
ほがらか企画では、このバリアフリー企画に、「知多娘。」さん
と一緒に踊るステージで毎年参加しています。
知多娘の歌は送迎車でかける音楽でも人気曲、子どもたちは
大好きです。
今回もその曲の中から選んで、知多娘。さんとステージで踊る
予定です。是非ご家族で応援しに来てくださいね。

個人寄付一口 500 円のお願い
■２０１０年よりスタートしたバリアフリーコラボレーションは、
「武豊町提案型
協働事業」（３年間）の活動を終え、協働事業は継続しますが、
町から補助金が無くなり、資金的な自立も課題になります。
従来通りの「企業協賛金」も増やしながら、
今回から個人寄付として１口５００円寄付
を取り組みます。
ほがらか企画でも
受け付けております。
是非ご協力
お願いいたします。
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