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保育園特集発行にあたって   

保育事業部担当理事（保育園統括園長） 栗田怜子 
 
（なごみ福祉会のはじまり）    
なごみ福祉会は、１９７３年（昭和４８年）一人のお母さん             

の「障害のある子もない子も、地域の子どもが共に遊び、共  
に育ちあえる場を」という願いからはじまった無認可の共同    
保育所が前身です。そのお母さんは、谷口英子さんとお聞き  
しています。参加していた子どもたちの中に「なごみ」ちゃ  
んがいらして、そのお子さんのお名前が法人名の由来だそう 
です。 
「共同保育所なごみ園」は、小田急線生田の地にあって、 
いまにも崩れそうな木造の建物で、全員ボランティアされて

いました。その時の父母の会会長が現在の小西弘昭理事長であり、池田弘嗣理事、長島

和代理事、北川千鶴子評議員、志岐ﾁｴ子評議員も共同保育所なごみ園のボランティアで

した。その後、親と子のでんでん虫の家の活動で、渡邉紀子理事が加わりました。常に

お金がない、建物の立ち退き問題などなど、運営のピンチの時に、疾風のように現れて

助けて下さったのが、当時市会議員の市村護郎理事でした。  
ボランティアだった私たち、それぞれの胸の中に、自分たちは何を大切にするのか、

何をしていくのか、今も熱い気持ちが流れていると思います。 

（保育理念） 
一、共に生き、共に育つ 

  障害のある子もない子も、保護者の皆様も、 
私たち保育者も、互いの違いを受け入れ、共に育 
っていくこと。 
子供の成長、子供の幸せを第一に願うことはも 

とより、協力しあい、感動を共にしまた悩み考え 
ることで、私たち大人も育っていきたいと願って 
います。  

一、生涯にわたる人間形成の土台を築く。 
たっぷり遊んで、しっかり食べて、安心して眠 

る。正しい生活習慣を身につける。人を信頼する。 （２Ｐに続く） 
 

            なごみだより ＮＯ １３ 
保育園・療育相談でんでん虫特集号 

社会福祉法人なごみ福祉会法人本部 
川崎市多摩区稲田堤３－９－２ 

☎０４４－９４４－２０２２  
ｆａｘ ０４４－９４５－２５７０ 
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●編集責任者 市村護郎（副理事長） 

 

  

 

（１） 



自分自身に自信を持つ。明日もまた遊ぼうねと、希望をつないでいく。子どもたちの心と

体の土台づくりを大切にしていきます。    
   
（保育園のこれから） 

少子高齢化が進んでいるといわれておりますが、市部ではまだまだ保育園が足りません。

川崎市も待機児童が多く、ワースト一位とか二位とか言われています。待機児童を何とか

減らすために、設置運営者を社会福祉法人だけでなく株式会社にせよとの世論もあるよう

です。けれども、なごみ福祉会の保育園の決算書をご覧下さればお分かりのように、人件

費が 70～80％を占めています。残りの約 20％が給食材料費、電気ガス水道代、教材費とな

ります。 
今現在保育園が若干黒字なのは、新設園ができているため新卒職員の割合が高いためで

す。人が人を育てる場にあって、どうしたら金銭的利潤があげられるのか不思議でなりま

せん。ちなみに、私たちなごみ保育園の利潤は「こどもたちの笑顔」です。社会福祉法人

運営の認可保育園が増えるよう願っています。 
            

 

 なごみ保育園「新任職員フォローアップ研修会」 

 
 
 
 
 

                               

 

 

 

 

 

（２） 

各保育園の園長です。 
 左から 統括園長・栗田怜子 

さぎ沼保育園園長・古田育子  

北烏山保育園園長補佐・上野平泰子 

なごみ保育園園長・菅原依子  

北烏山保育園園長・中田宏美  

右上 太子堂保育園園長・村松洋一 

 

 

１月１１日（土）川崎市

国際交流センターで「なご

み保育園新任職員フォロー

アップ研修会」を行いまし

た。 
 

 



なごみ保育園（川崎市多摩区菅稲田堤 3丁目 9－2番地） 

☎044-944‐2082 FAX 044-945-2570 ga-chang@nagomi-ns.ed.jp 

１９８１年開設 定員９０名 園長・菅原依子 

１９８１年４月に開園し、３２年目となるなごみ福祉会第一の保育園です。 

 なごみ保育園の周りには、自然がいっぱい。お散歩にもよく出かけます。お散歩先で 

近隣の方々とあいさつをかわしたり、時には梨・柿・みかんなど、お土産をもらって帰っ 

てくる事もあります。また、読み聞かせのボランティアの方々、手作り遊具を作って下さ 

るありんこさんは、開園当初から今もなごみの子ども達の笑顔のため、活躍して下さって 

います。 

 なごみ保育園の子ども達は、地域の中で可愛がられ愛され見守られ大きくなっていま

す。地域の子育て家庭の応援として、子育て相談・地域開放（かもめグループ）、おもち

ゃの貸し出し（トイライブラリー）も開園以来 32年取り組んでいます。地域の方々と密

接に関わりながら地域に根ざした保育園でありたいと思っています。 

なごみ保育園名物といえば・・・・・                              

地元、菅に伝わる伝統芸能「獅子舞」です。菅の獅子舞は、８００年以上の歴史があり、

神奈川県指定無形民俗文化財に指定されています。この地域の伝統芸能に開園当初より取

り組んできました。 

 地域の方の熱いご指導をうけ職員手作りの頭、 

ボランティアの方に作っていただいた衣装を身 

につけ、毎年運動会の時に職員が披露します。 

 子ども達も獅子舞が大好きです。年長児も、 

運動会・発表会で舞います。笛の音、太鼓のリ 

ズムを聞くと０歳の子どもでも踊り出します。 

 地元、菅の伝統芸能が今では保育園の中でも 

大切な伝統芸能になっています。              

 

 さぎ沼なごみ保育園 （川崎市宮前区土橋３－１－６） 

☎044-871-7531 FAX 044-871-7539 s-nagomi@nagomi-ns.ed.jp 

２００６年開設 定員１２０名  園長・古田育子 

地域子育て支援センター併設 

  さぎ沼なごみ保育園の目の前には、田園都市線の電車が行き交っており、子どもたち

の大好きな光景です。園前には、子どもたちが木工活動で作る大きな看板があります。園

前を通る電車の車窓からもこの大看板がよく見え、通勤されている方から毎年「いつも癒

されています。」と嬉しいお手紙を頂いています。 一時保育や地域子育て支援センターを

通して、地域の子育て支援にも力をいれています。子どもの育ちや育児の悩みなどの相談 

 

 

（３） 

 



にもスタッフが丁寧に対応しています。 

 園のとなりには老人福祉施設があり、利用者の方のお誕生会には園の子どもたちも参加

しています。歌やダンスを披露したり、手を握ったり、ほっぺに触ったり、子どもたちに

とっても貴重な交流の場となっています。園の前を散歩されている方がいると、子どもた

ちが「おじいちゃん、おばあちゃん」と声をかけ、握手をしたりバイバイしたりと、日常

的なふれあいの中で笑顔を取り戻すお年寄りの方がたくさんおり、隣あった福祉施設とし

て良い関係を築いています。 

 さぎ沼なごみ保育園は、一人ひとりの子どもが自分を発見し、自分らしくいられる保育

園を目指し、保育室にも園庭にも子どもたちが主体的に活動できるよう、環境設定に工夫

と配慮がいっぱいです。 

  

  
 
   
 
 
      

 

太子堂なごみ保育園  （世田谷区太子堂２－３－１０）  

☎03-3422-7530 FAX 03-3422-7539 t-nagomi@nagomi-ns.ed.jp 

２０１１年開設 定員：１０７名 園長・村松洋一 

  

太子堂なごみ保育園の自慢は、保育園がある大塚町会の方々が、子どもたちを温かく

見守って下さることです。ご自宅の池や花壇を解放し、子どもたちにおたまじゃくしや

花を観察させて下さったり、太子堂八幡神社例大祭という地域一番のお祭りでは、神輿

の担ぎ方から掛け声の出し方まで丁寧に教えて下さり、子どもたちは歴史ある大塚子ど

も神輿を担ぐという貴重な体験をさせてもらっています。例大祭で着る法被は、大塚町 

（４） 

ペジーブル（Paisible）はフランス

語で『安らぐところ、なごむところ』

という意味を持っています。2006 年 4
月、さぎ沼なごみ保育園 3 階に保育所

併設型の子育て支援センターとして

開所しました。 
駅から徒歩 3 分。おひさまの光が射し

こむ明るいフロアーで、鷺沼駅の電車

の往来が一望できます。 
親子で遊ぶことはもちろん、育児や

お子さんの育ちに関する相談もお受

けしています。また必要に応じて『療

育相談でんでん虫』や『子ども相談室

でんでん虫』と連携し、継続的な相談

や支援が出来るよう、心がけていま

す。  

子育て支援センターペジーブル 



会の方々が一緒になって作って下さり、とても格好良い法被です。例大祭のほか、年

長児が行っているよさこいソーラン節の衣装としても、大切に使用しています。 

また、大塚町会の防災訓練には保育園職員も参加し、いざという時には保育園が防災

拠点として町会に貢献できるよう、また町会の方々の手をお借りして保育園の子どもた

ちの安全を守れるよう、地域の一員として職員も訓練を共にしています。 

その他、地域の子育て家庭に向けた園内開放（トイライブラリー）も行っています。

保育園の一室を解放し、園のおもちゃで遊びながら、子育て家庭の交流の場となるよう

取り組んでいます。 

大塚町会の方々が温かく子どもたちの成長を見て下さることに心強さを感じながら、

地域に根付いた保育園を目指していきます。 

     

 

 

 

 

太子堂なごみ保育園 分園 うめがおか 
 世田谷区梅丘２－１１－９ 

☎03－5779－7534 FAX 03-5779-9753 umegaoka@nagomi-ns.ed.jp 

２０１３年開設  定員：５４名  園長：村松洋一 
今年 4月に開園をしました。分園という事もあり、定員 

54 名と他の園より園児数は少ない園です。 

 分園うめがおかの自慢は３つあります。          

まずは、２階の保育室を取り囲む回廊です。 

雨天時には、その回廊を走ったり巧技台（滑り台、はしご）、 

ケンケンパ、一本橋など、体を十分に使ったりと遊べるよう 

に設定し楽しんでいます。2歳児は、友だちと手をつないで 

歩く練習をしています。上手に歩けるようになると、戸外に 

出て、お散歩を楽しんでいます。そして回廊を閉めるとコー 

ナー遊びが出来る部屋に変身します。電車、ブロックなど、 

少人数でじっくりと遊べる空間になります。 

もう一つは、１階にあるウットデッキテラスと砂場です。 

１歳児室と並行しており、ガラス戸を開ければ、いつでも遊べます。夏は、水遊びをし

たり裸足で砂の感触を楽しめるように砂遊びを楽しんでいます。 

（５） 

  

 



そして、周りには自然も多く、大きな公園（若林公園、羽根木公園）もあり、天気の良

い日はお散歩に出かけています。 

本園の太子堂なごみ保育園にも歩いていき、幼児３，４，５歳児の足で、片道 1時間弱、5

歳児になると 30 分で歩いていけるようになります。子どもたちは、体力もついてきて、元

気一杯遊んでいます。 

                          

北烏山なごみ保育園 （世田谷区北烏山３－１１－６）  

☎03-3326-7530  FAX 03-3326-7539 kitakarasuyama@nagomi-ns.ed.jp 

開設：2013 年 4 月 園長・中田宏美 

  

 今年（２０１３年）４月に開園。外壁には職員が描いた草花の絵があり、来園する方々

を迎えています。 

園庭だけではなく、隣の松葉通り住宅の広場をお借りして戸外で遊んだり、３階のホ

ールでも、リズム遊びや運動遊びを通し、充分に体を動かして過ごしています。 

幼児クラスでは、感覚を刺激して遊び込み、楽しさを共有していく活動がいくつかあ

ります。そちらをご紹介します。 

「音楽リズム」は同法人のでんでん虫と連携しながら、リズム遊びを楽しんでいます。

終了後には職員と話し合いをもち、その日の振り返りを行い、次回の活動につなげてい

ます。「英語」はカレン先生と一緒に生活の中でよく使う英語を取り入れて話したり、

英語の歌で体遊びをして過ごしています。和泉先生の造形的な発想や技術が盛り込まれ

ているのは「絵画」です。偶然にできた形のおもしろさや作品となっていく過程を楽し

んでいます。 

「あおぞら工房」は今日は何をするんだろうと子どもたちの目が輝きだし、大前先生の

魔法にかかってしまいます。木を糸のこぎりで切って製作をしたり、風や太陽など自然

事象を利用しての実験に科学の芽が 

育っていきます。 

 秋には地域のお年寄りの方をお招 

きして敬老の日のお祝い会をしました。 

また、地場産の大蔵大根を生産されて 

いる方の畑へ行き、大根や人参抜きを 

させていただいたりと、地域との交流 

が少しずつですが持てるようになって 

きました。 

  

（６） 

 



＊７ｐ～１１ｐは、担当の渡辺氏から原稿を送付します。 

 

 

「地域療育部 療育相談でんでん虫特集」号発行にあたって 

地域療育部担当理事  

渡邉紀子 
 

 

 

 

               

               

 

                

    

 

 

 

 

 

 

 

         スタッフを紹介します！ 
 

 
 

 
 
 
 

  

 

 

 

 

（７） 

シンボルマーク 

 
 

 

 

 

地域療育部 療育相談でんでん虫 特集号発行にあたって 

 
地域療育部担当理事 

 渡邉紀子     

 昭和 57 年に『親と子の寺子屋でんでん虫の家』として

始まった無認可の療育相談活動が、平成 18 年度よりなごみ

福祉会の公益事業『療育相談でんでん虫』として位置づけられました。 
『障がいの有無に関わらず地域の中でいきいきと！』をモットーに、そして、

『待たせない、断らない』を大切にして、様々な療育プログラムを提供して

います。現在、1 歳の乳幼児から成人まで約 150 名が個別または小グループ

で、それぞれのニーズに合った療育プログラムを利用しています。 
提供プログラムは、音楽療法、言語療法、教科学習の補助、健康体操、自立生活に向けてのプロ

グラム、太鼓クラブ、サイエンスクラブ等の余暇支援、と多岐にわたっています。特に、独自の音

楽療法プログラムは、乳幼児期の親子支援プログラム、発達障害への療育支援プログラム、児童期

から成人期まで継続して関わる充実した余暇支援のプログラムとして様々な成果を挙げています。 
また、今年度（平成 25 年度）より、平成 9 年になごみ福祉会が受託しました『地域療育等支援事

業』に『子ども相談室でんでん虫』という名称を付け、専門相談員 2 名を置き、児童の相談に力を

入れています。 
 

              

 
 

 
 
スタッフの半数以上が音楽療法士、という音楽が大好きな人材がたくさん 
集まっています。写真は先日のクリスマス会のもの。当日は音楽満載！！ 
歌って踊って楽しいパフォーマンスがいっぱい！！子どももおとなも 
かぶりつき！！あっという間の 2 時間でした。 

 
≪常勤≫ 渡邉紀子・木下さつき・小田嶋幸子・吉野紀子・増本未来（音楽療法士）             

栗原敦子・佐藤真希子（子ども相談室でんでん虫の専門相談員）    
 
≪講師≫ 栗本啓司（健康体操）田中真一（太鼓）田中多賀子（言語聴覚士）    

                 薩川朋子・花岡純子・松尾裕子・柳川祐子（音楽療法士） 
                 川島芽久実・皇恭子（学習） 網倉聖子（サイエンス） 

     

ス タ ッ フ を 紹 介 し ま す ！



 

プログラムの紹介① 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（８） 

   

 

 

 

                            
 
 

   
 
 

                          

 
 
 
 

                                          

 

健康体操・・・講師は生涯健康体育アドバイザー

の栗本啓司先生。人間が生まれてから立って歩くま

での手・足の動きと、立つことによって生じる弱点

を調整する体操です。子どもから大人まで、一人一

人の健康度と生活力を高めることを目的にしてい

ます。身体に関する個別相談にも応じています。 
1 歳 6 ヶ月以上の親子を対象とした『親と子のコミュ

ニケーション体操』も行なっています。 

『YY プロジェクト』と名付けた、青年

期・成人期の生活の充実を目指した小

グループ活動です。みんなで一緒にご

飯を作る、季節の行事を楽しむ、自分

のこと・自分の思いをまとめて仲間の

前で発表する、等『一緒にワイワイ・

ガヤガヤしながら楽しくいこう！！』

がモットーです。 

外来療育プログラム 

一人一人のニーズに沿って、個別または小グ

ループでの音楽療法・言語療法等を基本とした

コミュニケーション指導や療育、また学習の支

援を行っています。             
 

流しそうめんは楽しい！ 

みんなの前で発表するのは

ちょっと緊張！ 

体操の後は気分もスッキリ！ 

私が作ったの！ 気分はすっかりミュージシャン♪ 

集中！ 

療育相談でんでん虫の様々な療育プログラム 
 



 
                                    
 プログラムの紹介２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（９） 

親子リズム・・・就学前のお子さん

を対象に、親子のふれあいを大切に

した音楽と遊びの療育プログラム。

子育てセミナーからくみ上げたニー

ズに、待たせずに対応でき、父母で

の参加がしやすいように、土曜日の

午前中に設定しています。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
   
                                          

                                        

                                                                                                                            

子育てセミナー・・・１歳６カ月健

診後から３歳までの乳児とその母親

を対象に、親子遊びを通して遊びの

コツや子どもの成長について伝える

集団プログラムです。発達が気にな

るお子さんを持つ親御さんと継続的

に関わり、必要に応じ療育やその他

の支援機関にスムーズにつなげてい

くことも目的としています。 

太鼓クラブ・・・毎月１回第４木曜日の

午後７時～８時３０分。高校生以上を対

象に、民謡に合わせて太鼓をたたいた

り、講師のパーカッショニスト・田中真

一さんと即興のセッションをしたりと、

思い切り和太鼓を楽しんでいます。 

あみんこサイエンスクラブ 
講師は『あみんこ』こと網倉聖子さん。幼児か

ら小学生を対象に、科学を楽しく体験するプロ

グラムです。液体窒素・超伝導・空気・光・音・・・・

実験して、考えて、「なぜ？」「どうして？」を

たくさん育てる時間です。配慮あるグループの

中で、スムーズなコミュニケーションを体験す

ることも目的にしています。 

夏期特別プログラム・・・パーカッション・和太鼓・フラダンス・木工・習

字・サイエンスなど専門の講師による夏休み恒例プログラムです。 
でんでん虫の音楽療法スタッフが行うパーカッションや和太鼓は、いつもの

療育プログラムとは一味違った親子で思い切り楽しめる時間です。 
栁澤先生のフラダンスは衣装もバッチリ決めて気分はすっかりハワイアン♪ 

大前先生の木工はのこぎり、電動いとのこ、電動ドリルを使って本格的！ 
毎年恒例のシルクスクリーンでオリジナル T シャツも作ります。 
2012 年からは、JAXA（日本宇宙航空研究機構）の『宇宙教育センター』や

研究員の方のご協力で、『宇宙』というプログラムも始めました。今年度は『宇

宙食を食べてみたい！』ということで、『宇宙ラーメン』作りにトライ！ 
ほんのちょっぴり『宇宙飛行士気分』を味わいました。 

太鼓をたたいて気分爽快！ 

宇宙ラーメン、 

美味しかった！ 

科学の不思議にみんな夢中です！ 

気持ちが落ち着くなぁ 



 

子ども相談室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１０） 

施設支援＆研修会 

保育園・幼稚園・小学校・中学校・養

護学校・福祉施設・作業所・グループホ

ーム等からの依頼に応じ、スタッフを派

遣し、処遇相談・療育の技術指導・研修、

福祉情報の提供等を行なっています。 

昨年度からは、宮前区の自立支援協議

会・児童専門委員会と協力し、市立養護

学校・麻生養護学校・高津養護学校等で

『教育と福祉の連携』というテーマで、

教員向け、保護者向けの研修会を行なっ

ています。 

関係機関との連携  

相談者の不安を先延ばししないよう、

保育園・幼稚園や学校等と連携をと

り、お子さんの生活や育ちを支えるこ

とに力を入れています。 

ご家族、こども支援室、療育センター、

児童相談所、学校等を巻き込んで情報

を共有し、具体的な対応を見出すこと

が、不安の解消に繋がっていくと思い

ます。また、進級・進学をしても継続

的に関わり、寄り添っていくことが、

本当に大切だと実感しています。 

 

法人内の連携 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  多摩川あゆ工房・夢花工房の利用者さんの作業外活動の一つと 

して、音楽活動を行っています。歌、ダンス、合奏等、利用者の 
皆さんの笑顔があふれる、イキイキとした時間になっています。  

必要に応じて個別の音楽療法プログラムも実施し、日中生活の充実と安定を図っています。                       

 

児童デイサービスドリームでは、週 2 日スタッフと協力し、就学前のお子さん向けのグループ音楽 
療法プログラムを提供しています。お子さん一人ひとりの成長を応援するスタッフとの息もピッタリで、

歌って踊ってたっぷり汗をかいて、子どももおとなも笑顔いっぱいの充実した時間です。 
 
 
 

子ども相談室でんでん虫（地域療育等支援事業） 

この事業は、平成 9年にこの『地域療育等支援事業』を多摩川あゆ工房が受託しました。当初は「外来

療育・訪問療育・施設支援・地域生活支援」の 4 つがこの事業の柱になっていましたが、その後、『地域

生活支援』は『地域生活支援センター』事業に移行していきました。そして更に今年度の制度見直しによ

り、各区に『相談支援センター』が設置（基幹型 1か所、地域型 3か所）され、なごみ福祉会も『地域相

談支援センターいろはにこんぺいとう』を受託しました。 

これを機に『地域療育等支援事業』の取り組みを、『子ども相談室でんでん虫』という名称にし、専門の

相談員 2名を置き、子育てやお子さんの発達・障がいに関する相談、福祉情報の提供、保育園・幼稚園・

学校等との連携、福祉制度・療育に関する研修会の企画・開催等、児童に関する相談を中心に行っていく

ことにしました。また『療育相談でんでん虫』と協力し、保育園・幼稚園・小学校・中学校・養護学校・

福祉施設等からの依頼に応じ、専門スタッフを派遣し、処遇相談・療育の技術指導・研修等を行う『施設

支援』にも力を入れています。 



 

法人内連係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１１） 

保育園との連携 

なごみ・さぎ沼なごみ・太子堂なごみ・分園うめがおか・北烏山なごみの各保育園での音楽リズム

を通し、園児の音楽活動を充実させると共に、子ども一人ひとりの発達や状況に目配りをし、処遇相

談・職員研修を行なっています。 
また、子育て支援事業への協力として、子育て支援センターペジーブルや、なごみ保育園の

かもめグループでの子育て相談や親子リズム、親子体操、子育てセミナー等に取り組んでいます。 

＊かもめグループ＊ 
なごみ保育園が地域に開放している親

子の遊び場。でんでん虫のスタッフに

よる親子遊びの提供や子育て相談も行

っています。 
 

＊なごみ保育園父母の会での 
親子リズム＊ 

最初は緊張していた子も、興味

津々。あっという間にこの笑顔！ 
 

★ The Volcano（外来療育に通う青年６名とでんでん虫スタッフ による

ラテンパーカッションバンド）のいきいきとした音楽活動を通し、法人の

理念である「共に生き、共に育つ ～地域の中であたりまえに～」を伝え

ています。 
2013 年も、瑞宝太鼓 in 川崎に賛助出演、かわさきボランティアフェアの

オープニングイベント、保育士会でのアトラクション、夜間保育所あいいく

の夏祭り、チャリティーコンサート Happy Notes への出演と、たくさんの

コンサートを行いました。 

 

 
 

 

 

 

 

                   

        

       

 

       

       

   

 

 

 

 

 
 

  
 
 

交流プログラム・・・毎年、川崎市立養護学校をお借りして行う 
『でんでん虫クリスマス会』には、200 人以上の人が集まります。 
また、あゆ工房のホールで行っている『ポプラの音楽会（外来利用者

の音楽発表会）』や赤坂のライブハウスで行っている『チャリティーコ

ンサート Happy Notes』 は今年で 20 年目になりました。 
その他、法人内の部門間や地域の学校等との交流にも積極的に取り組

んでいます。 



最近の動き  
●北烏山障害者施設工事  

 

 

 
 

●法人研修会（「花笑みの会」と共催）開催。 
９月２０日、多摩市民館大会議室   講師：海老原宏美氏「地域で自立して生きる」 

●法人１５か所目のグループホーム「ぐっすり」１１月に開所。 

場所は、朝倉逸雄氏から寄付された、生田 

２丁目２－５－１２サニーハイツ。  

 せせらぎ沿線事業部所属として運営します。 

●あゆ工房「焼き菓子」 神奈川県内障害が 

ある人たちの製品コンテストで「きらっと輝く 

製品」食品部門優秀賞に選ばれました。当日は 

焼き菓子班全員で表彰式に参加。桜木町でお好 

み焼きを食べました。  

新しい年を迎え   

社会福祉法人なごみ福祉会後援会「花笑みの会」 会長 志岐チエ子 
新年おめでとうございます。昨年中皆様よりいただいた、ご指導、ご支援、ご協力に感謝いた

します。新しい年も、昨年に増して、ご支援いただけますようよろしくお願いいたします。 

昨年も夏のきょうされん物品販売、あゆ祭りバザー、冬のきょうされん物品販売とご協力いた

だきましたが、年明けすぐから。２月の夢花感謝祭へのバザー参加をいたします。 

ここで、できる限りの収益をあげたいと役員一同知恵を絞っています。どうか皆様からの寄贈

品をお寄せ下さい。そして２月２２日にバザー会場にいらしてください。お待ちしています。 

そして、今年も会員募集にご協力をお願いします．今年も、お願いしますで年明け。お願いし

ますで年の暮れ、の１年になりそうですが、よろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（12） 

 「花笑みの会」会員募集 

●後援会費（年会費） 
個人：１口 ２０００円 団体：１口 ５０００円 

●会費振込先 
 （銀行利用） 川崎信用金庫長沢支店 

  （普）０１８５０１９ 花笑みの会会長・志岐チエ子 

  (郵便局利用) 振替番号  
００２２０－７－７１０４４ 加入者名 花笑みの会 

●連絡先 〒２１４－００３６ 

  川崎市多摩区南生田４－１２－５ 

  夢花工房ぽぱい方 

●Ｈ２５年度 援助先 
 夢花事業部、せせらぎ沿線事業部へ １００万円 

北烏山保育園の隣地に、障害者施設「ここから」《仮称》を建設中です。 

前の建物の地中杭の残りが発見され、一時工事が中断。世田谷区役所、請負業者の

太平建設等との協議を続けていますが、現在は工事を再開し進められています。その

ため、6 月完成が９月末に延期になりました。 

 


