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障がい児通所支援
『のびっこらんど』『のびっこらんど』

浜通り特集

みみらい

びっこらんど」は、『児童発達支援（未就学児）』　『放課後等デイサービス（小学生
以上）』の支援事業を行っており、田村地区4か所・相馬地区4か所・いわき地区

2か所で事業展開しています。主な内容は「集団指導」「個別指導」「ことばの訓練（一部
事業所を除く）」「保護者相談」で、お子さんのニーズに合ったサービスを提供しています。

「の

ミュニケーションが難しい、遊びや勉強に集中しにくい、ことばがゆっくり、
不器用など、お子さんそれぞれがもつ苦手の原因がどこにあるのかを

考え、お子さん本人の力を伸ばすこと、周りのサポートのしかたを変えていく
ことで、安心してのびのびと地域で成長できるような支援を心がけています。
　また、保護者だけでなく、お子さんの通う幼稚園・保育園、学校との情報交換
にも心がけ、関わり方を共有することで、よりよい日常生活や学習環境を送れる
ような支援も行っています。

コ

　当法人の事業の大きな柱の１つが、児童通所支援サービスの
「のびっこらんど」事業所です。今回は浜通りの６事業所の取り組み
などを特集しました。まだまだ不慣れで思うような仕上がりになって
いない点もありますが、工夫・改善を加えながらより良いものを
目指して努力しますので、引き続き“暖かい”ご支援をお願いします。

編集
後記

東洋健生園　支援員

田村事務センター　事務員
新　野　　　歩

橋　本　幸　恵

田村事務センター　事務員

東洋健生園　支援員
仲　田　香　奈

坂　本　行　弘

〈入 職 者〉

〈退 職 者〉

　今年も残すところ１か月余り。コロナ感染予防に明け
暮れた１年でしたが、早いですね。時間の心理的長さは
年齢に反比例するという主張（法則）をご存じでしょうか。
例えば、50歳の人にとっての１年の長さは人生の
50分の1ですが、5歳の子供にすれば５分の1に相当
するというものです。19世紀のフランスの哲学者・
ジャネーの発案・主張です。来年こそは（来年も）、
幸多く有意義な日 と々なることを祈念します。

ひとこと
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回は、「のびっこらんど」の浜通り特集として、相馬地区といわき地区の
6事業所を紹介します。写真は昨年相馬地区で開催した、「のびっこらんど

おもちゃショー」の１コマです。2回の開催で、来場者数は親子総勢300名以上も
あり、大盛況でした。子どもたちの表情、とってもいいですよね！このように、
お子さんたちが楽しく「やりたい！」気持ちを引き出しながら、無理なく成長できる
ような事業所を目指して取り組んでいます。

今

のびっこらんど原町の
今年の夏祭りの
ワンシーンです。

のびっこら
んど

おもちゃシ
ョー！！

『多機能型事業所 田村』　では１０月から、田村市
の船引パーク店内１階フロアで自主製品の
ＥＭ石鹸・全身シャンプー・台所用せっけん・ＥＭ
発酵液の委託販売を
始めました。近くに
お越しの際は、ぜひ覗
いてみてください♪

メモ・M
EMO

GH原町事業所 南相馬市（原町）

新型コロナの影響も考え、例年のGH旅行の代わりに
今年は芋煮会を行いました。
職員と自治会役員で協力して豚汁を作り、みんなでおい

しくいただきました。
寮対抗ゲームでは、絵合わせの神経衰弱をチームで協力

して行い盛り上がりました。

芋煮会を開催しました。

共同生活援助事業所

南相馬市（原町）ワークスペース・アシスト

11月1日

10月17日

秋のドライブを実施しました。115号線から相馬中央
道路を走り（初めて通る人が多く、皆ワクワクです）四季の
里に到着。手入れされた庭が美しく、木々は紅葉を始めて
いました。昼はビール園にて焼き肉!ラム・牛を美味しくいた
だき、満腹のお腹をかかえながら
アンナガーデンを散策しました。
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障がい児通所支援 『のびっこらんど』『のびっこらんど』浜通り特集

　のびっこらんど悠悠は、今年の２月に移転したばかり
の新しい施設です。新天地では、地域の方々と明るい
挨拶ができたり、イベントの提供をうけたりあたたかい
ご支援に感謝しております。スタッフ同士の交流も
深め、子どもたちとともに成長していく事業所を目指して
おります。写真は毎年恒例の「のびっこらんど」と合同
クリスマス会の様子です！
　去年は輪投げやピンポンリレーなど感覚統合の
イベントを行い、じゃんけん列車でチーム戦を行い
ルールの確認をしながら楽しみました！クリスマス会で
は、毎年来てくれているサンタさんがいるのでみんなも
楽しみにしています(*’▽’)

　のびっこらんど、のびっこらんど悠悠では、感覚統合
を養う目的で外部講師をお招きし「フラ体操」を実施
しています。
　子どもたちは先生の動きを見て踊りながら、フラ
ダンスの基本、ステップと花・波など一つ一つに意味の
あるハンドモーションを学びます。また、流行の曲を
使ったダイナミックな動きのダンスも取り入れており、
そちらも子供たちに人気です。
　たくさん身体を動かすことができる充実した30分間
のカリキュラムになっています。

　のびっこらんどキララは、平成29年5月に原町学園
と隣接した相馬市の赤木地内に新築移転をしました。
契約者が現在、児童発達（未就児）11名、放デイサービス
（学童）33名です。今年は新型コロナの影響で予定
どおりには出来ていませんが、日常の利用の他、折に
触れ社会訓練やお楽しみ会の行事を計画し、希望学童の
公共機関見学や電車での外出、公園での散策や遊具
遊び、買い物、調理などを実施しながら、経験値を日々
高めています！怪我無く笑顔で降園！を合言葉に、色々
な行事を取り入れて、みんなで楽しみましょう♪

　のびっこらんど相馬は、相馬市の中心部にある事業所
です。
　秋から就学前の冬にかけて年長さんを対象に「プレス
クール（学校ごっこ）」を実施しています。お子さんが
入学前に必要なことを体験し、小学校生活を楽しみに
過ごしてもらう目的があります。正しい姿勢で話を聞く
事や鉛筆の持ち方を導入に学習の基礎に触れ、生活に
ついては着替えや掃除、給食を想定したお弁当の時間も
設定しています。
　保護者さんにはその様子を詳しくお伝えし、入学までに
取り組むべき事や入学後のアドバイスをしています。

　現在、未就学児23名、小・中学
生38名のお子様が利用。
　愛愛で心がけていることは
「たのしい！やりたい！できた！
もっと！」です。
　療育のきっかけは「○○が難しい」「○○がゆっくりで…」
等の理由が主で、どうしても「練習すればいい」という
考えになりがちですが、「やらせ」の「いやいや」では
こどもは育ちません。
　大事なのは『主体性』。自分からやろうという気持ちに
なることです。そしてやったことが手応えとして残り、
自信につなげられるよう「○○君に今必要なことは何か
な？」「何を経験できればいいかな？」を常に考え、運動
遊びや製作、ゲーム、それらを通したコミュニケーション
を楽しみながら、お子さんが無理なく力を伸ばせるよう
支援しています。

　のびっこらんど原町は、
相双地区で一番新しい
施設です。自然豊かで
静かな環境で、のびのび
と療育を行っています。
写真は今年の夏祭りの
様子です。日々の療育
以外にも季節の行事や
レクリエーションも大切
にしています。
　「子どもたちのために
今できる事をしてあげ
たい」そんな子育ての
原点とも言える気持ちを
常 に 忘 れ ず 、今 日 も
スタッフ一同かわいい
子どもたちと一緒に笑顔
で過ごしています！
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のびっこらんど
悠悠

のびっこらんど のびっこらんど相
馬

のびっこらんど
愛愛

のびっこらんど
キララ

のびっこらんど
原町 

東 洋 健 生 園 いわき市（内郷）

10月26日（月）にハロウィンパーティーを行いました。
おばけやサメ、バナナなど様々な仮装に身を包み、ピニャータ
を楽しみました。一生懸命ピニャータを割ると、中から
たくさんのお菓子が出てきて、大きな歓声が上がりました‼
その後はかわいいケーキを食べ、大満足の1日となり

ました‼

ハロウィンパーティー

障がい者入所支援施設
東洋学園成人部 いわき市（四倉）

10月10日（土）、成人部運動会を実施しました !紅白に
分かれ、玉入れ、風船割り、肩組リレー、徒競走の4種目
実施しました!グラウンドで実施予定でしたが、あいにくの
雨…。屋内での開催になりましたが、初めての運動会だった
ため大盛り上がり!みなさん一生懸命競技に取り組みました!
今回は、赤組の勝利! !短い時間ではありましたが、みなさん
の笑顔があふれとても楽しい運動会になりました

◎障がい福祉サービス種別による施設・事業所紹介

肩組リレー

10月10
日

10月2
6日

風船割り

徒競走
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障がい児通所支援 『のびっこらんど』『のびっこらんど』浜通り特集

　のびっこらんど悠悠は、今年の２月に移転したばかり
の新しい施設です。新天地では、地域の方々と明るい
挨拶ができたり、イベントの提供をうけたりあたたかい
ご支援に感謝しております。スタッフ同士の交流も
深め、子どもたちとともに成長していく事業所を目指して
おります。写真は毎年恒例の「のびっこらんど」と合同
クリスマス会の様子です！
　去年は輪投げやピンポンリレーなど感覚統合の
イベントを行い、じゃんけん列車でチーム戦を行い
ルールの確認をしながら楽しみました！クリスマス会で
は、毎年来てくれているサンタさんがいるのでみんなも
楽しみにしています(*’▽’)

　のびっこらんど、のびっこらんど悠悠では、感覚統合
を養う目的で外部講師をお招きし「フラ体操」を実施
しています。
　子どもたちは先生の動きを見て踊りながら、フラ
ダンスの基本、ステップと花・波など一つ一つに意味の
あるハンドモーションを学びます。また、流行の曲を
使ったダイナミックな動きのダンスも取り入れており、
そちらも子供たちに人気です。
　たくさん身体を動かすことができる充実した30分間
のカリキュラムになっています。

　のびっこらんどキララは、平成29年5月に原町学園
と隣接した相馬市の赤木地内に新築移転をしました。
契約者が現在、児童発達（未就児）11名、放デイサービス
（学童）33名です。今年は新型コロナの影響で予定
どおりには出来ていませんが、日常の利用の他、折に
触れ社会訓練やお楽しみ会の行事を計画し、希望学童の
公共機関見学や電車での外出、公園での散策や遊具
遊び、買い物、調理などを実施しながら、経験値を日々
高めています！怪我無く笑顔で降園！を合言葉に、色々
な行事を取り入れて、みんなで楽しみましょう♪

　のびっこらんど相馬は、相馬市の中心部にある事業所
です。
　秋から就学前の冬にかけて年長さんを対象に「プレス
クール（学校ごっこ）」を実施しています。お子さんが
入学前に必要なことを体験し、小学校生活を楽しみに
過ごしてもらう目的があります。正しい姿勢で話を聞く
事や鉛筆の持ち方を導入に学習の基礎に触れ、生活に
ついては着替えや掃除、給食を想定したお弁当の時間も
設定しています。
　保護者さんにはその様子を詳しくお伝えし、入学までに
取り組むべき事や入学後のアドバイスをしています。

　現在、未就学児23名、小・中学
生38名のお子様が利用。
　愛愛で心がけていることは
「たのしい！やりたい！できた！
もっと！」です。
　療育のきっかけは「○○が難しい」「○○がゆっくりで…」
等の理由が主で、どうしても「練習すればいい」という
考えになりがちですが、「やらせ」の「いやいや」では
こどもは育ちません。
　大事なのは『主体性』。自分からやろうという気持ちに
なることです。そしてやったことが手応えとして残り、
自信につなげられるよう「○○君に今必要なことは何か
な？」「何を経験できればいいかな？」を常に考え、運動
遊びや製作、ゲーム、それらを通したコミュニケーション
を楽しみながら、お子さんが無理なく力を伸ばせるよう
支援しています。

　のびっこらんど原町は、
相双地区で一番新しい
施設です。自然豊かで
静かな環境で、のびのび
と療育を行っています。
写真は今年の夏祭りの
様子です。日々の療育
以外にも季節の行事や
レクリエーションも大切
にしています。
　「子どもたちのために
今できる事をしてあげ
たい」そんな子育ての
原点とも言える気持ちを
常 に 忘 れ ず 、今 日 も
スタッフ一同かわいい
子どもたちと一緒に笑顔
で過ごしています！
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東 洋 健 生 園 いわき市（内郷）

10月26日（月）にハロウィンパーティーを行いました。
おばけやサメ、バナナなど様々な仮装に身を包み、ピニャータ
を楽しみました。一生懸命ピニャータを割ると、中から
たくさんのお菓子が出てきて、大きな歓声が上がりました‼
その後はかわいいケーキを食べ、大満足の1日となり

ました‼

ハロウィンパーティー

障がい者入所支援施設
東洋学園成人部 いわき市（四倉）

10月10日（土）、成人部運動会を実施しました !紅白に
分かれ、玉入れ、風船割り、肩組リレー、徒競走の4種目
実施しました!グラウンドで実施予定でしたが、あいにくの
雨…。屋内での開催になりましたが、初めての運動会だった
ため大盛り上がり!みなさん一生懸命競技に取り組みました!
今回は、赤組の勝利! !短い時間ではありましたが、みなさん
の笑顔があふれとても楽しい運動会になりました

◎障がい福祉サービス種別による施設・事業所紹介

肩組リレー

10月10
日

10月2
6日

風船割り

徒競走
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原　町　学　園 相馬市東 洋 育 成 園 田村市（船引町）
9月 奉仕作業 & 10月 環境整備

あぶくま更生園 田村市（船引町）

11月11日（水）施設内で、園遊会を開催しました。焼きそば・
豚汁・おにぎり・たい焼き・大判焼き・ジュースを飲食し、
ユニットごとに景品を掛けた風船バレーを行い、たくさん
の笑い声や笑顔に包まれました。職員からの出し物として、
マジックや今はやりの曲に合わせたダンスの披露もあり、
施設全体が普段より明るくなった1日となりました。
フィナーレには、利用者さんと職員で心を一つに、歌を歌い
楽しい1日を終えました。

園遊会

育成園では9月は奉仕作業で保護者の皆さんが来園され、
皆で協力して園内の清掃を行いました。また、10月の環境
整備では園の外の草むしりを行いました。涼しくなって
動きやすく、園の内外がキレイになり、とても嬉しくすがすが
しい気分になりました☆

原町共生授産園 南相馬市（原町）

3つの班に分かれて日帰り旅行に行ってきました!
久しぶりのお出かけは3日ともお天気に恵まれ気持ちの

いい秋晴れでした!
いわき組は青空の下でちょっと豪華なお弁当を食べて

から、アクアマリンふくしまを見学!
相馬組はドライブしながら晴風荘に向かい、豪華な御膳

をいただきました♪
それぞれの場所で、それぞれの班の仲間同士、和気あい

あい楽しく過ごしてきました☆
いい気分転換にもなって、また一つ思い出が増えました

ね(*'ω'*)

日帰り旅行 IN いわき＆相馬

東洋学園児童部 いわき市（四倉）
福祉型障がい児入所施設

11月6日（金）、東北サファリ―パークに社会見学旅行に行ってきました。
動物たちとふれあい、とても癒されました。特に、車中から放し飼いの動物にエサ
をあげたのは大迫力で、歓声があがりました。四季の里でバーベキューを食べて、
参加者全員お腹一杯の幸せ。帰途の車中では「また、行きたいね」との声声…。
紅葉の秋を満喫した一日でした。ドライバーさんご苦労様でした。

11月3日（火）にミニミニ学園祭を開催しました!新型
コロナウイルス・感染症対策として、学園内だけで縮小開催
となりましたが、屋台風メニューや、わたあめを食べたり、
いつもより華やかな室内で、皆でお祭り気分を味わいました。
屋台風メニューでは、みんな大好きなメニューがたくさん
出て、ニコニコ!BGMには、祭囃子も聞こえてきましたね。
職員は法被、子どもたちは、仮装したりして楽しみました!
また、大きな学園祭ができるといいですね。

社会見学旅行社会見学旅行

のびっこらんど悠悠 いわき市（平）

のびっこらんど いわき市（久之浜）

のびっこらんど相馬 相馬市

のびっこらんどキララ 相馬市

お芋ほり体験♪お芋ほり体験♪
ご近所の方の畑をお借りしてお芋ほり体験をしました!!
大きなお芋から小さなお芋、時々ミミズや幼虫も見つけてびっくりして

いました(*’▽’)
甘～いお芋をいただいて楽しい体験になりました!!

11月3日

未就学さんの集団課題として、ハロウィンをイメージしたおもちゃ制作に取り
組みました。
白いビニール袋、ストロー、紙コップを順番に組み立てて目やベロを付けたら

ひゅ～どろろ～とおばけが紙コップから吹き出してくるおもちゃの完成です。
同じおもちゃでもおばけの顔には子どもたちの個性があふれますね。　
皆さん気に入ったようで、繰り返しぷくぷく膨らませていました。(*^▽^*)

おもちゃを作ろう

障がい児通所支援事業所
10月2日

小さい秋み～つけたin馬陵公園
秋も深まり、葉っぱが色付く季節になりましたね。そこで「秋を感じるもの

を探そう」をテーマに、馬陵公園に紅葉狩りへ。「キノコが木のかげにあった!」
「ドングリがぼうしかぶってたよ。」「銀杏のにおいってくさいね～。」などたくさん
の秋を見つけることができました。春にお花見に行った時とは違った景色に、
スタッフも一緒に季節の変化を感じることができた一日でした。

11月6日

11月6日

11月6日

ハロウィンの仮装
未就学児を対象にハロウィンの仮装をして楽しみました。
マントを羽織って自分の被りたいものや持ちたいものを選択して記念に

パシャリ　 !
普段と違った格好をして楽しみ、カメラを向けるとピースサインをしてくれ、

笑顔いっぱいのお子さんたち(^^)　仮装を嫌がってしまうお子さんもいました
が…それも可愛さ全開です!お勉強を終えた後にはお子さんたちが喜ぶお菓子
を渡し、皆さん嬉しそうに持ち帰りました。

11月9日

準備からお祭り気分!
　　（お花や装飾づくり）

準備からお祭り気分!
　　（お花や装飾づくり）

わたあめってこんな風に
　　　　　できるんだね!
わたあめってこんな風に
　　　　　できるんだね!

10月
16日
・

10月
19日
・

10月
21日

9月12日
奉仕作業

10月6日
環境整備

11月11日

10月16日 女子利用者10月16日 女子利用者

10月21日 男子利用者
10月21日 男子利用者

10月19日 男女利用者10月19日 男女利用者

大好きなやきそば、

　　　　　ぱくりっ!!
大好きなやきそば、

　　　　　ぱくりっ!!

感染症対策でシールドを

　　　　　　貼っています。
感染症対策でシールドを

　　　　　　貼っています。
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原　町　学　園 相馬市東 洋 育 成 園 田村市（船引町）
9月 奉仕作業 & 10月 環境整備

あぶくま更生園 田村市（船引町）
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豚汁・おにぎり・たい焼き・大判焼き・ジュースを飲食し、
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しい気分になりました☆
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日帰り旅行 IN いわき＆相馬

東洋学園児童部 いわき市（四倉）
福祉型障がい児入所施設
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白いビニール袋、ストロー、紙コップを順番に組み立てて目やベロを付けたら

ひゅ～どろろ～とおばけが紙コップから吹き出してくるおもちゃの完成です。
同じおもちゃでもおばけの顔には子どもたちの個性があふれますね。　
皆さん気に入ったようで、繰り返しぷくぷく膨らませていました。(*^▽^*)

おもちゃを作ろう
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スタッフも一緒に季節の変化を感じることができた一日でした。
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ハロウィンの仮装
未就学児を対象にハロウィンの仮装をして楽しみました。
マントを羽織って自分の被りたいものや持ちたいものを選択して記念に

パシャリ　 !
普段と違った格好をして楽しみ、カメラを向けるとピースサインをしてくれ、

笑顔いっぱいのお子さんたち(^^)　仮装を嫌がってしまうお子さんもいました
が…それも可愛さ全開です!お勉強を終えた後にはお子さんたちが喜ぶお菓子
を渡し、皆さん嬉しそうに持ち帰りました。
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準備からお祭り気分!
　　（お花や装飾づくり）
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わたあめってこんな風に
　　　　　できるんだね!
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19日
・

10月
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奉仕作業

10月6日
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11月11日
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10月21日 男子利用者
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大好きなやきそば、

　　　　　ぱくりっ!!
大好きなやきそば、

　　　　　ぱくりっ!!

感染症対策でシールドを

　　　　　　貼っています。
感染症対策でシールドを

　　　　　　貼っています。
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のびっこらんど美山 田村市（船引町）
スタッフ研修を実施しました！
10月29日（木）に行われたビジョントレーニング研修にスタッフ一同で参加

しました。昨年にひき続き、視能訓練士の廣田直美先生（NPOビジョンふくしま
代表）を講師に、『こどもの「見えにくさ」とその支援』についてご講話を受けました。
疲れやすい・行や文字の読み飛ばしがある・黒板の字を写すのが遅いなどの症状
があるお子さんは、もしかすると視力が良くても「見えにくさ」によってそれらの
困難が生じている可能性もあります。本人も周りも気付きにくいのが「見えにくさ」
の問題ではありますが、気になることがありましたらお気軽にスタッフに話して
ください。お子さんの発達の捉え方やトレーニングの仕方など、実際の教材も
見ながら頂いたアドバイスをもとに、今後も療育の中で実践していきたいと思い
ます。

のびっこらんど田村 田村市（船引町）

集団課題の様子
11月3日（火） あてっこゲームに取り組みました。絵カード

をボウリングのピンに見立て、床に並べ、ボールを転がし、
倒した絵カードの名前を答える課題です。
並べた絵カードをじっと見て、どれに当てようかな?と

悩む子ども達…。当てる絵カードを決めてボールを「えいっ 
(/・ω・)/」と転がしました!!倒れた絵カードに駆け寄り、
笑顔で名前を答えることができました☆

11月3日

10月29日

のびっこらんど原町 南相馬市（原町）
プレスクール
10月13日、15日（火・木）、来年度入学を控えたお子さん

を対象に学校ごっこを開催しました。毎年10月から5回に
分けて行われる恒例行事。いつものお部屋が教室に変身し、
模擬授業を行います。
第1回目となったこの日は「チャイムの合図でご挨拶」「よい

姿勢」を学びました。書き取りのお勉強にも挑戦し、花丸を
もらってみんなニコニコ。
半年後の入学に向けて希望が膨らむ子どもたちの姿が

見られました。来月も楽しみだね!

のびっこらんど船引 田村市（船引町）

のびっこらんど三春 田村郡（三春町）

さつまいも調理実習
のびっこらんど畑で収穫したさつまいもで、スイートポテトの調理実習を行い

ました。
事前に蒸かしたさつもいもを、牛乳や砂糖を混ぜてよくすり潰し、とても甘い

スイートポテトが完成しました。
のびっこ畑で育ったさつまいもはとても美味しく、子どもたちも喜んで食べ

ていました。
来年も、のびっこ畑でたくさんの野菜を育てたいと思います。
※感染防止のため、テーブルや椅子の消毒、手洗いやマスク着用を徹底し、

　　調理実習に取り組みました。

10月26・27日（月・火）、富岡町サポートセンター平沢で行われたハロウィン
行事に参加しました。センター職員の素敵な仮装に、恐る恐るお菓子をいただいたり、
泣いてしまったりするお子さんもいました。ちょっとひかえめに…でもしっかりと
目を見て「ありがとう」と伝えられました。子どもたちの仮装もとっても可愛らし
かったです♪

11月3日

トリック オア トリート！！

就労支援事業所・多機能型事業所
おおくま共生園 田村市（船引町）

利用者さんからのリクエストでバーベキューを行いました。自治会役員が率先
して準備をし、焼肉や焼きそばを食べ、ペットボトルボウリングの景品のお菓子
を食べながらカラオケを楽しみました。

  バーベキューを行いました。

多機能型事業所 田村 田村市（大越町）

１１月４日(水)、ボランティアの方をお迎えして、そば打ちを開催しました!
初めてそば打ちを見る方が多く、皆さん釘付けでした。
最後には、出来立ての美味しいおそばに笑顔がこぼれる楽しい時間でした。

ボランティアの方のおかげで、楽しい時間を過ごすことができました。ありがとう
ございました。

そば打ちの開催

せきれい いわき市（四倉町）

11月7日（土）お天気にも恵まれ、晴天の中芋煮会を開催することができました☀
世話人さんにお手伝いいただきながら豚汁、山菜おこわ、バーベキューと、お腹も

一杯になり、利用者さん、職員みんなで楽しいひと時を過ごすことができました(̂ ♪̂
コロナ禍の中でも利用者さんに楽しんで過ごしてもらうよう、試行錯誤では

ありますが笑顔が一杯になる工夫をしながら頑張っていきたいと思います(*^-^*)

芋煮会を行いました♬

のびっこらんど愛愛 南相馬市（原町）
プレスクールを開催しました。
来年度就学を控えたお子さんを対象に、学校生活をイ

メージできるよう「プレスクール」を毎年企画しています。
いつもと違う雰囲気で、体育ではケンケンパやキャッチ
ボール、お勉強ではイラスト探しに色んな線のなぞり書
きの課題など4つ取り組み、前に出て答えの発表もしても
らいました。みんな積極的に「はーい!」と挙手。自分が当
たらないとがっかりするくらいでした(^^)。楽しく小学生体
験ができました。

魔女を追いかけろ～!
魔女を追いかけろ～!

お面が飛ばされる～!
　　　　ナイスキャッチ!!
お面が飛ばされる～!
　　　　ナイスキャッチ!!

こんにちは～…あっ!
　　　トリックオアトリート!!
こんにちは～…あっ!
　　　トリックオアトリート!!

9月26日

11月4日

11月7日

10月22
日

10月13日・10月15日

10月26日・10月27日
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代表）を講師に、『こどもの「見えにくさ」とその支援』についてご講話を受けました。
疲れやすい・行や文字の読み飛ばしがある・黒板の字を写すのが遅いなどの症状
があるお子さんは、もしかすると視力が良くても「見えにくさ」によってそれらの
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ます。
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集団課題の様子
11月3日（火） あてっこゲームに取り組みました。絵カード

をボウリングのピンに見立て、床に並べ、ボールを転がし、
倒した絵カードの名前を答える課題です。
並べた絵カードをじっと見て、どれに当てようかな?と

悩む子ども達…。当てる絵カードを決めてボールを「えいっ 
(/・ω・)/」と転がしました!!倒れた絵カードに駆け寄り、
笑顔で名前を答えることができました☆

11月3日

10月29日

のびっこらんど原町 南相馬市（原町）
プレスクール
10月13日、15日（火・木）、来年度入学を控えたお子さん

を対象に学校ごっこを開催しました。毎年10月から5回に
分けて行われる恒例行事。いつものお部屋が教室に変身し、
模擬授業を行います。
第1回目となったこの日は「チャイムの合図でご挨拶」「よい

姿勢」を学びました。書き取りのお勉強にも挑戦し、花丸を
もらってみんなニコニコ。
半年後の入学に向けて希望が膨らむ子どもたちの姿が

見られました。来月も楽しみだね!

のびっこらんど船引 田村市（船引町）

のびっこらんど三春 田村郡（三春町）

さつまいも調理実習
のびっこらんど畑で収穫したさつまいもで、スイートポテトの調理実習を行い

ました。
事前に蒸かしたさつもいもを、牛乳や砂糖を混ぜてよくすり潰し、とても甘い

スイートポテトが完成しました。
のびっこ畑で育ったさつまいもはとても美味しく、子どもたちも喜んで食べ

ていました。
来年も、のびっこ畑でたくさんの野菜を育てたいと思います。
※感染防止のため、テーブルや椅子の消毒、手洗いやマスク着用を徹底し、
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行事に参加しました。センター職員の素敵な仮装に、恐る恐るお菓子をいただいたり、
泣いてしまったりするお子さんもいました。ちょっとひかえめに…でもしっかりと
目を見て「ありがとう」と伝えられました。子どもたちの仮装もとっても可愛らし
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１１月４日(水)、ボランティアの方をお迎えして、そば打ちを開催しました!
初めてそば打ちを見る方が多く、皆さん釘付けでした。
最後には、出来立ての美味しいおそばに笑顔がこぼれる楽しい時間でした。

ボランティアの方のおかげで、楽しい時間を過ごすことができました。ありがとう
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11月7日（土）お天気にも恵まれ、晴天の中芋煮会を開催することができました☀
世話人さんにお手伝いいただきながら豚汁、山菜おこわ、バーベキューと、お腹も

一杯になり、利用者さん、職員みんなで楽しいひと時を過ごすことができました(̂ ♪̂
コロナ禍の中でも利用者さんに楽しんで過ごしてもらうよう、試行錯誤では

ありますが笑顔が一杯になる工夫をしながら頑張っていきたいと思います(*^-^*)

芋煮会を行いました♬
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いつもと違う雰囲気で、体育ではケンケンパやキャッチ
ボール、お勉強ではイラスト探しに色んな線のなぞり書
きの課題など4つ取り組み、前に出て答えの発表もしても
らいました。みんな積極的に「はーい!」と挙手。自分が当
たらないとがっかりするくらいでした(^^)。楽しく小学生体
験ができました。

魔女を追いかけろ～!
魔女を追いかけろ～!

お面が飛ばされる～!
　　　　ナイスキャッチ!!
お面が飛ばされる～!
　　　　ナイスキャッチ!!

こんにちは～…あっ!
　　　トリックオアトリート!!
こんにちは～…あっ!
　　　トリックオアトリート!!

9月26日

11月4日

11月7日

10月22
日

10月13日・10月15日

10月26日・10月27日
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障がい福祉サービス種別による施設・事業所紹介
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障がい児通所支援
『のびっこらんど』『のびっこらんど』

浜通り特集

みみらい

びっこらんど」は、『児童発達支援（未就学児）』　『放課後等デイサービス（小学生
以上）』の支援事業を行っており、田村地区4か所・相馬地区4か所・いわき地区

2か所で事業展開しています。主な内容は「集団指導」「個別指導」「ことばの訓練（一部
事業所を除く）」「保護者相談」で、お子さんのニーズに合ったサービスを提供しています。

「の

ミュニケーションが難しい、遊びや勉強に集中しにくい、ことばがゆっくり、
不器用など、お子さんそれぞれがもつ苦手の原因がどこにあるのかを

考え、お子さん本人の力を伸ばすこと、周りのサポートのしかたを変えていく
ことで、安心してのびのびと地域で成長できるような支援を心がけています。
　また、保護者だけでなく、お子さんの通う幼稚園・保育園、学校との情報交換
にも心がけ、関わり方を共有することで、よりよい日常生活や学習環境を送れる
ような支援も行っています。

コ

　当法人の事業の大きな柱の１つが、児童通所支援サービスの
「のびっこらんど」事業所です。今回は浜通りの６事業所の取り組み
などを特集しました。まだまだ不慣れで思うような仕上がりになって
いない点もありますが、工夫・改善を加えながらより良いものを
目指して努力しますので、引き続き“暖かい”ご支援をお願いします。

編集
後記

東洋健生園　支援員

田村事務センター　事務員
新　野　　　歩

橋　本　幸　恵

田村事務センター　事務員

東洋健生園　支援員
仲　田　香　奈

坂　本　行　弘

〈入 職 者〉

〈退 職 者〉

　今年も残すところ１か月余り。コロナ感染予防に明け
暮れた１年でしたが、早いですね。時間の心理的長さは
年齢に反比例するという主張（法則）をご存じでしょうか。
例えば、50歳の人にとっての１年の長さは人生の
50分の1ですが、5歳の子供にすれば５分の1に相当
するというものです。19世紀のフランスの哲学者・
ジャネーの発案・主張です。来年こそは（来年も）、
幸多く有意義な日 と々なることを祈念します。

ひとこと
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回は、「のびっこらんど」の浜通り特集として、相馬地区といわき地区の
6事業所を紹介します。写真は昨年相馬地区で開催した、「のびっこらんど

おもちゃショー」の１コマです。2回の開催で、来場者数は親子総勢300名以上も
あり、大盛況でした。子どもたちの表情、とってもいいですよね！このように、
お子さんたちが楽しく「やりたい！」気持ちを引き出しながら、無理なく成長できる
ような事業所を目指して取り組んでいます。

今

のびっこらんど原町の
今年の夏祭りの
ワンシーンです。

のびっこら
んど

おもちゃシ
ョー！！

『多機能型事業所 田村』　では１０月から、田村市
の船引パーク店内１階フロアで自主製品の
ＥＭ石鹸・全身シャンプー・台所用せっけん・ＥＭ
発酵液の委託販売を
始めました。近くに
お越しの際は、ぜひ覗
いてみてください♪

メモ・M
EMO

GH原町事業所 南相馬市（原町）

新型コロナの影響も考え、例年のGH旅行の代わりに
今年は芋煮会を行いました。
職員と自治会役員で協力して豚汁を作り、みんなでおい

しくいただきました。
寮対抗ゲームでは、絵合わせの神経衰弱をチームで協力

して行い盛り上がりました。

芋煮会を開催しました。

共同生活援助事業所

南相馬市（原町）ワークスペース・アシスト

11月1日

10月17日

秋のドライブを実施しました。115号線から相馬中央
道路を走り（初めて通る人が多く、皆ワクワクです）四季の
里に到着。手入れされた庭が美しく、木々は紅葉を始めて
いました。昼はビール園にて焼き肉!ラム・牛を美味しくいた
だき、満腹のお腹をかかえながら
アンナガーデンを散策しました。




