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　　〈ゆうかり学園〉
　　お正月遊びで楽しくスタート !
　　〈スケッチ〉

成長を感じる発表会・青空の下のいもほり
〈ゆうかり保育園〉

盛りだくさんの年末行事
大相撲見学と門松作成 !

☆

☆



ゆうかり学園

テレビでしか見ることのない大相撲を見学に！

１２月１２日（水）鹿児島アリーナで行われた大相撲鹿児島場
所の見学に行ってきました。稽古や取り組みを見学し、力士と
触れ合う機会もありました。握手やサインをしてもらった利
用者さんはとても喜ばれていました。横綱が土俵入りすると
皆さんとても興奮され、拍手で迎える姿が印象的でした。
お土産にカレンダーやお皿などを持ち帰り、楽しい見学と
なりました。普段テレビ越しで応援する力士を生で見ることが
でき、良い機会になったと思います。

writer：吉永 和弘

今年度もたくさん実りました。どのみかんを取ろうかな？

11/14　そうさく班みかん狩り

ユクサおおすみ海の学校にてお昼ご飯。懐かしい雰囲気の部屋と料理でした。
11/21~22　垂水旅行 今年も一年お疲れ様でした。御馳走いっぱい嬉しいな♪

11/27　利用者忘年会

竹工班は御揃いの衣装を着て歌を披露しました。

ゴールを目指して全力疾走！
12/1　スポーツ記録会

鹿児島アリーナにて。今から観戦に行ってきまーす。
席へ到着。早く始まらないかな。楽しみ、楽しみ♪

お弟子さんと記念撮影。近くで見ると迫力が違うなあ。

元気に過ごされたみなさんへプレゼント♪　メリークリスマス！

12/12　大相撲鹿児島場所

12/21クリスマス会・誕生会

毎年恒例の門松作成を今年も！

毎年11月から年末にかけてゆうかりの一大事業である門
松作成が行われています。葉牡丹の植え付けから始まり、
竹を切り、加工し、組み立て、飾り付けをして…大変な作
業ですが、利用者の皆さんと一致団結して全ての門松を
納品することが出来ました。利用者の皆さんには教えら
れることも多く、時には冗談をして場を活気づかせて
下さるなど改めて利用者の強さや偉大さを感じ、パワー
をもらいました。今後もゆうかりの門松を知って頂ける
よう、より良い門松作りに取り組みたいと思います。

　writer：名越 敏彦



いちばん長くて忙しい2学期がおわりました

2学期は、運動会や持久走、宿泊学習など、子どもも大人
も大忙しの学期です。
運動会は、まだまだ暑い9月の日差しのなかで毎日練習
し、ダンスを覚えたり何度も走ったり、全体練習があった
りして体もへとへとです。それでも放課後スケッチに来て
くれて、またまたお友だちと楽しそうに走り回る姿を見る
と子どもの回復力の凄さを感じます。
運動が苦手な子や人前で競技をするのが恥ずかしい、
「よーい、どん」のピストルの音が怖い。

不安なことがあってもスケッチに行ったら、明日の練習も
挑戦しようと思えるような場所でありたいなと思います。
冬休みは、去年に続き2回目の餅つきをしました。きねとう
すでペッタンペッタン。お母さん方の協力も頂いてとても
きれいなつやつやのお餅ができました。そして、そのお餅
で作ったぜんざいと焼き餅でお腹いっぱいになった、3学
期の始業式でした。
２０１９年いのしし年。明るく笑って始まったスケッチです。

writer：尾前 弥生

お正月遊び（アウトドア）　
羽根つきに見立ててのバドミントン。みんな絵ルールを作りながらトーナメント戦。
年明け早々、いい汗をかきました。

クッキング
もちつき大会でついたお餅を、
焼きもちやぜんざいでいただきました。
お餅を沢山食べて３学期も楽しく頑張れるね～お正月遊び（インドア） 

お正月遊びといったら「福笑い」。
皆の声をヒントに目、口、鼻、を置いたのに・・・楽しい顔♪

お正月工作
今年のお正月工作は「お正月飾り」を作りました。
オアシスが入ったマスにそれぞれ飾をさして上手に出来ました♪

年賀状作り
今年の干支はイノシシ型紙をあて
スポンジでトントンスタンプ。

焼き芋大会
まずは新聞紙でお芋を包んだら、
水に浸してからアルミホイルで丁寧につつんだよ。

抽選で多かった果物を近くのお店でお買い物。
今日は、皆でりんごを剥いて食べましょう♪

クリスマス工作
７個のパーツに色をぬったり、
シールを貼ってかざり付けます。どんな形になるかなぁ？

そだち支援センター
スケッチ

オリジ
ナル年

賀状が
出来た

よ♪　



発表会

１２月１６日(日)に、鹿児島国際大学で発表会がありました。
小さい組さんはオペレッタに初チャレンジ。大きい組さんは
みんなでやりたい事を考え決定し、練習を頑張りました。
本番では緊張してしまう子どももいましたが、練習の成果
を発揮してくれました。保護者の皆様やお客様から「かわ
いかった」「頑張ってくれて嬉しかった」というお声をたく
さんいただき、子ども達の成長と、その成長を多くの方々
にお伝えできたことを嬉しく感じる一日となりました。

writer：久津輪 麻美

いもほり

5月に植えた苗が11月に大きなお芋として育ちました。
広い畑の上を裸足で気持ち良さそうに、やわらかな
土の感触と匂いを感じながらいもほりを楽しみました。
たくさん収穫した後は焼き芋を青空の下で食べて
大満足。保育園では収穫祭の時にクッキングをして
豚汁の中に入れて食べました。
収穫・調理など関わり、食体験を通して自然の恵み
に感謝する心を大切にしていきたいです。　　

writer：末廣 智美

ゆうかり保育園ゆうかり保育園
12/28　たわわタウンにて果実狩り。
年末最後の大仕事！

12/16　発表会　

11/8　いもほり

12/25　クリスマス　

いっぱい掘れたよ！

11/16　みかん狩り
ゆうかり学園上村さんと一緒に頑張りました！

びっくりして、

涙が出るお友達も

いたけれど ...

保育園にもサンタさんが来ました☆

さくら組さ
んは、

せごどんに
☆

楽しく行え
ました♪

11/3　おはら祭

職員は懐かしのアニメソングでエクササイズを披露！



賑やかな年末を共に過ごし

地域生活支援拠点ゆうかりも２回目の年越し・お正月を
迎え、昨年と比べずいぶん賑やかな年末年始となりました。
年末には餅つきや門松を作成し、新年を迎える準備を皆で
行いました。ぱすてる最終日には大掃除を行い、年越しそば
をみんなで作って食べました。新年は初詣に行き、七草粥
やお雑煮を作って食べました。平成３１年もみんなで楽しく
活動し、いろいろな経験を積んでいきたいと思います。

writer：馬場 純市

ゆうかりCAFEオープンしました。

当面の間は月～金曜日の10：30～12：00限定で、ゆうかり
スペシャルブレンドコーヒー（1杯200円）利用者さんと一緒
に淹れて販売しております。
また、ゆうかり餃子（15個入り500円）（50個入り1,500円）
も拠点にて販売しておりますので、お近くにお越しの際は
ぜひお立ち寄りください。

writer：馬場 純市

地域生活支援拠点

イオンへお出かけ

笑顔いっぱい♪

護国神社に初詣
どんなお願いしたかな？

餅つき
上手にできるかな？

大河ドラマ館見学
セットの前で記念撮影まるく♪まるく♪



ゆうかり学園に入所されてからは、工芸部や畜産部で一生懸命活動されていました。生活介護班に移られて
からもたくさん話しかけて下さり皆を笑顔にさせてくれる存在でした。平成２８年に入院され、闘病生活を送
られていました。書き物が大好きで、熱心に書いては嬉しそうに職員に見せて下さった笑顔を昨日のように
思い出されます。在りし日の姿を偲び、謹んでご冥福をお祈り申し上げます。

● ゆうかり学園　生活支援員／ 原田 　加奈
ご縁があり、皆さまと一緒に働かせていただくことになりました。宜しくお願いします。 
●地域生活支援拠点　世話人／坂下　壽江

木造枠組壁工法による4階建ての耐火建築物。

受賞式には、竹原所長、深野木社長と臨みました。

事業の中身も、ますます充実させていきます。

「地域生活支援拠点ゆうかり」を、今後ともよろしく

お願いいたします。
writer：水流 源彦

● ゆうかり学園
生活支援員／勤続３年　平石　祐也
生活支援員／勤続９ヵ月　指宿　真由

T・Yさん
S16．11月生まれ

Y・Nさん
S23．4月生まれ

H・Tさん
S23．4月生まれ

H・Tさん
S16.8月生まれ

M・Kさん
S34年1月生まれ

M・Tさん
S23.12月生まれ

K・Hさん
S23．4月生まれ

還暦 喜寿 古希

これからも元気によろしくお願いいたします♪長寿祝い

U・Eさん　(享年57歳)御 悔 み

第5回 鹿児島市 景観まちづくり賞
建築部門 受賞

受賞報告

明治維新150周年・市景観計画施行10周年記念 2018

平成30年 家族並びに施設職員研修
研修報告

平成31年1月19日～1月20日にホテル京セラで開催された
『平成30年度家族並びに施設職員研修』に保護者4名・
職員2名で参加しました。鹿児島県全土から約250名参加
されており、2日間で様々な研修・講演を聞くことが出来
ました。保護者の方と一緒に研修を受ける機会が少なく、
とても新鮮な気持ちと緊張する場面とありましたが、何
よりも保護者の方から生の声を聞けたことが、貴重な経験
でした。家族として、どのような気持ちで施設にお願い
しているのか、どんなことが不安なのかなど、職員として
考えることが多く、家族としての想いを直に感じること
が出来ました。保護者との関わりを大切にしながら、これ

からの支援に生かせるようにしていきます。

writer：城戸 弘輝・田島 良恵

2 0 1 8 年にめでたく喜寿または古希を迎えられた方々2019 年　還暦



社会福祉法人ゆうかり　理事長　水流 源彦

法人役職員message

年頭所感

猪突猛進の年に

2019年、平成最後のお正月を穏や
かに迎えることができました。
今年の法人年賀状の「いのしし」に
あるとおり、法人の理念に基づき、
合理的な配慮をしながらの猪突猛進
の年にいたします。と言いつつも、
入所利用者の方々の高齢化に伴い
ここ数年、寂しいお別れを余儀なく
されています。看取りを見据えた
医 療 ケア体 制 を構 築し 、過ごし
慣れた環境、人的環境を可能な限
り提供し続けます。

中長期計画の立案を

一方で、高齢 化、介護 度の高さを
理由に、就労を含む日中活動環境
への熱量の不足を感じています。

これらの課題意識をもとに、平成
30年度（2018年度）末までに、次期
中長期計画を策定します。
企画事業部の再編成を図り、こども
食堂企画、バリアフリー映画企画、
アート展企画、ゆうかりマルシェ企
画（黒豚、野菜等の再ブランド化）、
海外連携（ヨーロッパ、アジア）につ
いて、法人内外の協力を得ながら
すすめてまいります。
各エリア、各事業の人員不足解消は、
ここ数年の課 題となっています。
新たな人材登 用と同 時に大 切に
したいこと。現在の法人スタッフの
福利厚生の更なる向上をはじめ、
一人ひとりの仕事に対するやりがい、
誇りを、チームで共有してもらえる
ような企画を実施します。これらの
具体 策を網 羅した中長 期 計 画を
立案したいと考えます。

心の底からの笑顔を

トピックスページでもご紹介させて
いただきましたが、「第５回鹿児島
市景観まちづくり賞　建築部門」を
地域生活支援拠点ゆうかり、が受
賞しました。こいつは春から縁起が
いい！

「“あなたの笑顔はみんなをHAPPY
にする! ”」
心の底からの笑顔を、昨日より長い
時 間、一 昨日より多くの人と共 有
したい。けど、笑えない明日もある。
そうであれば、明後日から笑えるた
めの準備をはじめよう。信じ続け、
願い続ければ、想いは叶います。
そのために 行 動し 続 けることが
何よりも大切であると考えます。
　本年も、ご指導ご 鞭撻のほど、
よろしくお願い申し上げます。　　

♥

（い）っぱいの　えがお　とともに

（の）びのびそだちあい　ともにいきるために

（し）んじる　ほうこうにむかって

（し）っかり　つとめてまいります

　　本年もよろしくお願いいたします



編集後記

新しい年を迎えて、ひと月が経ちました。例年よりも暖かい

日が多い…とはいえ、朝も夕も挨拶の次には「寒かねえ」と

言い合う日々です。今回の学園のページには、１２月の大相

撲鹿児島巡業見学の記事も掲載しました。今年の大相撲と

いえば元・横綱、稀勢の里。外出の頃には決まっていなかった

その進退は、年明け早々に新聞の一面を飾ることとなりまし

た。引退会見での「土俵人生に一片の悔いもございません」

という言葉はまっすぐな姿勢を感じさせ、多くの方の感動

を呼んでいるそうです。「悔いのないように」というのは

難しいことではありますが、まだまだこれからのこの１年、

まっすぐな姿勢に習って過ごしたいものです。

writer：塚田 詞子

家 地 地域の方々も参加いただけますご家族も参加いただけます

発行責任者　　　　　理事長　水流  源彦
ブリッジ編集委員会　松山  竜馬・大平  理紗・塚田  詞子（ゆうかり学園）神之  恵理・松元  佳奈子（ゆうかり保育園）
　　　　　　　　　　 尾前  弥生(スケッチ）馬場   純市・川田  晃一・田代梨菜（地域生活支援拠点ゆうかり）

ゆうかり学園　　　　 　〒891-1201  鹿児島市岡之原町1005番地　TEL 099-243-0535 FAX 099-243-0520
ゆうかり保育園　　　 　〒891-0116  鹿児島市上福元町 5828 番地      TEL 099-263-1775 FAX 099-263-1776
地域生活支援拠点 ゆうかり  〒890-0014  鹿児島市草牟田１丁目8－7　   TEL 099-813-7183 FAX 099-813-7176
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ゆうかり保育園 地域生活支援拠点ゆうかり スケッチゆうかり学園

�月
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豆まき
誕生会

花見ウォーキング（桜）
誕生会

�日
��日

�日
��日
��日

お別れ遠足
誕生会
卒園式

�日
��日
��日

入園式（予定）
保護者会（予定）
誕生会（予定）

警察学校生
触れ合い体験実習
誕生会

４日

��日～��日
��日

　　　指宿旅行
乳がん検診（予定）
誕生会
お花見

��日

��日

月末～

ふれあいバザー
（予定）

施設親善球技大会
誕生会
ゴールデンウィーク
帰省（予定）

節分巻き寿司料理チャレンジ
誕生会

ぱすてる新聞作成・発行
誕生会

第１週  お面つくり＆豆まき
第２週  バレンタインクッキング
第３週  体を動かして遊ぼう：ファイト―、１球
第４週  スケッチサイエンス：静電気実験
第５週   ミニミニゲーム：もの当てゲーム

第１週  ミニミニゲーム：もの当てゲーム
第２週  ひな祭りクッキング
第３週  体を動かして遊ぼう
第４週  フリープラン活動・たわわでランチ
第５週   お楽しみ会・春休みプログラム

第１週  春休みプログラム・お楽しみ会
第２週  たてものたんけん
第３週  体を動かして遊ぼう
第４週  工作

地


