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NPO 法人地域生活を考えよーかい・有限会社しぇあーど通信 106 号 

発行所:こうのいけスペース  住所〒664-0006 兵庫県伊丹市鴻池 5丁目 11 番 27 号 

tel・fax  072-785-7873 fax 専用 072-771-1203   

発行人:李国本修慈 090-9711-1335 kunimoto@kangae-yo.com  s.ri-kuni@ezweb.ne.jp 

しぇあーど及び考えよーかい関係者みなさま、いかがお過ごしでしょうか?。 

すっかり朝晩は「寒さ」を感じる頃となりました。木々も急速に彩りを変化させています。体調を崩

される方も少なくありませんが、留意しながら、楽しく季節を感じたいものです。 

10 月からは障害者虐待防止法も施行となり、同時に「共生社会地域フォーラム」も順次、各地で

開催されています。このフォーラムのテーマにも「障害のある人もない人も共に生きる社会の実現を

目指して」-「障害を理由とする差別の禁止に関する法制」に向けた取り組みについて-とあります。

「共に生きる」という意味をしっかり考えながら、日々の活動を進めていきたいと思います。 

本当に至らないところばかりですが、11 月も宜しくお願い致します。 

報 告・お知らせ（お願い）など                

☆ しぇあーど おでかけ隊 月遊び あそびたいよあそぼー会のお知らせ 

  12 月のタイトルは 「あいらぶクリスマス、聖者の行進そして、、、」USJ 編 です。詳細は別紙「し

ぇあーど おでかけ隊 月遊び予告 あそびたいよあそぼー会」をご覧下さい。   スタッフ石山 

☆ 年間利用登録料の廃止と賛助会員募集のお知らせ 

 これまで 10 月を起算に徴収させていただいてました「年間利用登録料」を廃止させていただき、

NPO の活動にご賛同いただける方々へ賛助会員としての募集をさせていただきたいと考えていま

す。詳細は別紙をご覧下さい。宜しくお願い致します。 

☆ 福島県相馬市の仮設住宅におられる皆様が作られたアクリルたわしの購入をお願いします! 

 表記の「アクリルたわし」/ひとつ 300 円!、ぜひご購入下さい!。 

以下のサイトに掲載されている連絡先に直接ご連絡いただき購入することができます。 

http://denjiso.net/wp-content/uploads/1c2f794cec2ae373ba0676d607855440.pdf 

☆ 第 14 回秋のフェスティバル in 鴻池に参加させていただきました 

 11 月 3 日（土）、表記のフェスティバルに参加させていただき、今年から「しぇあーど」も出店させて

いただくことができました。ありがとうございました。 

☆ あぜくら福祉会のみなさんが見学にいらっしゃいました。 

 10 月 29 日（月）に、あぜくら福祉会及び保護者会みなさん総勢 30 名程のみなさんがいらっしゃり、

こうのいけスペースを見学してくださいました。 
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☆ 熊本県合志市、山鹿市、熊本市等を訪問させていただきました。 

 10 月 18 日（木）・19 日（金）と勇美財団在宅医療研究助成により、NPO 法人 NEXTEP さんの運

営します「ステップ♪キッズ」さん（訪問看護ステーション）・「ドラゴンキッズ」さん、独立行政法人病

院機構再春荘病院、熊本大学（重症心身障害学、周産期母子センターさん等）、「おがた小児科・

内科」さんを訪問させていただき、お話しを伺いました。後に報告書として記せるかと思います。以

下、その一部の「とってもステキな訪問看護ステーションさんへの同行記」です。 

http://www.kangaeyo-kai.net/chiiki/chi121104.html 

☆ 福岡県福岡市、久留米市を訪問させていただきました。 

 11 月 1 日（木）・2 日（金）と勇美財団在宅医療研究助成により、「にのさかクリニック」さん、「小さな

たね」さん、「小さな診療所」さん、「NPO 法人久留米市介護福祉サービス事業者協議会」さんを訪

問させていただき、とってもステキなお医者さんたちの思いと活動を見聞させて頂き、ご本人さんの

活き活きとした暮らしの場も拝見させて頂きました。後に報告書として記せるかと思います。 

☆ 小児居宅介護のための研修会～もっと知りたい!子どもたちのこと～ に参加しました 

 10 月 14 日（日）に東京都墨田区「チャイルドデイケアほわわ」さんで行われました表記の研修会

に参加しました。都内で活躍される事業者スタッフさんが積極的に研修されていました。 

☆ 千葉県松戸市のみなさんが見学にいらっしゃいました。 

10 月 10 日（水）に松戸市で活躍される事業所のみなさん（3 名）がいらっしゃり、「ぷりぱ」・「ジャ

ム・ルガ」・「アルク」・「青葉園」・「あおば生活ホーム俊」・「しぇあーど」をご案内させていただきまし

た。 

☆ 2012 年度第 7 回ラー講座(これまでの医療的ケア実施者養成研修)が開催されました 

10 月 20 日(土)に表記の講座を行いました。今回は大阪市から「北村かなこさん」とお母さん、ヘ

ルパーさんにお越しいただきお話しを伺いました。午前中には伊丹市重心ネット（仮称）でもお話し

いただき、いろんな刺激を頂いた 1 日となりました。 

いんふぉめーしょん 

☆ 疾病対策部会難病対策委員会 資料・議事録など 厚生労働省 HP 

 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000008f2q.html#shingi36 

☆ 主管課長会議資料(平成 24 年 10 月 22 日実施) 

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/kaigi_shiryo

u/ 

☆ 「障害者総合支援法成立を受けて改めて障害のある当事者の権利を保障する総合的な福祉

法制の実現を求める会長声明 和歌山弁護士会 

 http://www.wakaben.or.jp/opinion/statement/20120912_kaicho2.html 

☆ 障害者政策委員会 

 http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/seisaku_iinkai/index.html#bukai 
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おすすめ研修など 

 ☆支援学校における医療的ケアの現状と問題点 医療的ケアネット緊急シンポジウム 

2012年 12月 1日（土）14:00～17:00 大阪府私学教育文化会館 3F 

http://www.mcnet.or.jp/download/pdfdata/20121201-sinpo-oosaka.pdf 

おすすめの本・ブログなどなど  

☆ 未来の地図 自分で描く、自分の未来 ビデオスケッチ 全日本手をつなぐ育成会 

  http://www.ikuseikai-japan.jp/video/future/mirai-21.html 

☆ 「声明」を発表しました。 社団法人 日本てんかん協会 

 http://www.jea-net.jp/news/index.html 

☆ 会議「制度谷間」のシンポジウムが YouTubu 

NPO法人筋痛性脳脊髄炎の会（ME/CFSの会）のHPから 

http://mecfsj.wordpress.com/2012/10/19/%E3%80%8C%E5%88%B6%E5%BA%A6%E8

%B0%B7%E9%96%93%E3%80%8D%E3%81%AE%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%

83%9D%E3%82%B8%E3%82%A6%E3%83%A0%E3%81%8Cyoutube%E3%81%AB/ 

☆ 「生活支援戦略」に関する厚生労働省案に対する意見書」生活保護問題対策全国会議 

 http://seikatuhogotaisaku.blog.fc2.com/blog-entry-83.html 

こうのいけスペース 12 月のお休みは 19 日（水）・31 日（月）です 

申し訳ありませんが宜しくお願いいたします 

その他調整をお願いする日時がありますが、よろしくお願いいたします。 

 こうのいけスペースのクローズ日でも、「どうしても」という依頼にはできるだけお応え

しようと考えていますが、スタッフの休日調整などもあり、ご利用の調整をお願いいたします。 

情報取得及び共有をすすめるために…多くの方が情報を知らされずにいることを実感します。パソ

コンや携帯電話等でインターネット通信が可能な方は、国本アドレス kunimoto@kangae-yo.com  

まで一度ご連絡（送信）いただければ、できる限りの旬の情報をお届けします。 

編集後記…☆先月から利用依頼を頂いた後のお断りの方法を変えてみました。書面でのやり取り

となって味気なさを感じる方もいらっしゃると思います。ぜひ、日々の思いや批判等を各スタッフ、

あるいは国本までお寄せ下さい。宜しくお願いします。☆今月のお知らせに「賛助会員募集」という

文言を入れさせていただきました。当たり前に「強要」するものではありませんのでお気遣いされま

せんようにお願い致します。☆来夏まで続く勇美財団さんの助成による研究で、とってもステキなお

医者さん達や、ステキな取り組み実践されている方々にお会いさせていただいています。そこには

やはり、関わる人達を引き寄せるご本人さんがいらっしゃいます。私たちの役割である「全ての人の

【存在の価値】と【はたらき】」をしっかり示していかねばと改めて、です。本当に不足ばかりですが宜

しくお願い致します。               3 



賛助会員募集賛助会員募集賛助会員募集賛助会員募集    

NPONPONPONPO 法人法人法人法人地域生活地域生活地域生活地域生活をををを考考考考えよえよえよえよーーーーかいかいかいかいではではではでは、、、、    

賛助会員賛助会員賛助会員賛助会員になっていただけるになっていただけるになっていただけるになっていただける個人個人個人個人またはまたはまたはまたは、、、、団体団体団体団体・・・・法人法人法人法人をををを広広広広くくくく募集募集募集募集いたしますいたしますいたしますいたします。。。。 

 

従来、NPO 法人のサービスをご利用の方に対して年間登録料として（10 月から翌 9 月）6,000 円を

頂戴しておりましたが、本年より活動の趣旨に賛同していただける方々よりの賛助会費に変更い

たしました。 

法人が今度とも安定した運営を続けていく為、新たな活動を広げていく為、是非“賛助会員”として

活動にご参加ください。 

 

年会費年会費年会費年会費    

個人会員個人会員個人会員個人会員：：：：一口一口一口一口    3,0003,0003,0003,000 円円円円    

法人会員法人会員法人会員法人会員：：：：一口一口一口一口 10,00010,00010,00010,000 円円円円    

 

賛賛賛賛助会費助会費助会費助会費のののの納入納入納入納入・・・・振込先振込先振込先振込先    

・賛助会費は年度ごとの更新となります。期間は 10 月から翌年の 9 月です。 

 年 1 回納入（ご一括）ください。 

・お申込みの際に、下記口座に振込をお願いします。 

 ※ゆうちょ銀行の通帳をお持ちで ATM 振替の場合、手数料はかかりません。 

おおおお振込先振込先振込先振込先 

銀行名銀行名銀行名銀行名        ゆうちょゆうちょゆうちょゆうちょ銀行銀行銀行銀行    

口座番号口座番号口座番号口座番号    14320143201432014320‐‐‐‐74823581748235817482358174823581    

口座名称口座名称口座名称口座名称    特定非営利活動法人地域生活特定非営利活動法人地域生活特定非営利活動法人地域生活特定非営利活動法人地域生活をををを考考考考えよえよえよえよーーーーかいかいかいかい    

    

    

    

★★★★NPONPONPONPO 法人法人法人法人ののののサービスサービスサービスサービスをごをごをごをご利用中利用中利用中利用中でででで、、、、利用料利用料利用料利用料をゆうちょのをゆうちょのをゆうちょのをゆうちょの自動引落自動引落自動引落自動引落しでおしでおしでおしでお支払支払支払支払のののの方方方方はははは、、、、下下下下

記記記記にごにごにごにご記入記入記入記入のののの上上上上、、、、ファックスファックスファックスファックスをいただければをいただければをいただければをいただければ次回次回次回次回（（（（11111111 月利用分月利用分月利用分月利用分））））のののの利用料利用料利用料利用料とあわせてとあわせてとあわせてとあわせて引落引落引落引落しししし

させていただきますさせていただきますさせていただきますさせていただきます。。。。    

【【【【自動引落自動引落自動引落自動引落しししし希望希望希望希望】】】】    

氏名  

口数 
           口 円 

 

送付先送付先送付先送付先 NPONPONPONPO 法人地域生活法人地域生活法人地域生活法人地域生活をををを考考考考えよえよえよえよーーーーかいかいかいかい    

FAXFAXFAXFAX    072072072072‐‐‐‐785785785785----7873 or 0727873 or 0727873 or 0727873 or 072----771771771771----1203120312031203    



しぇあしぇあしぇあしぇあーーーーどどどど    おでかおでかおでかおでかけけけけ隊隊隊隊    月月月月遊遊遊遊びびびび予告予告予告予告    あそびたいあそびたいあそびたいあそびたいよよよよあそぼあそぼあそぼあそぼーーーー会会会会    

月月月月タイトルタイトルタイトルタイトル    「「「「あいらぶあいらぶあいらぶあいらぶクリスマスクリスマスクリスマスクリスマス，，，，聖者聖者聖者聖者のののの行進行進行進行進そしてそしてそしてそして、、、、、、、、、、、、」」」」ＵＳＪＵＳＪＵＳＪＵＳＪ編編編編    

内容内容内容内容            ユニバーサルスタジオジャパンユニバーサルスタジオジャパンユニバーサルスタジオジャパンユニバーサルスタジオジャパンにてにてにてにて聖聖聖聖なるなるなるなる一日一日一日一日をををを豊豊豊豊かにかにかにかに過過過過ごしごしごしごしますますますます。。。。    

日時日時日時日時  平成平成平成平成２４２４２４２４年年年年１２１２１２１２月月月月８８８８日日日日（（（（土土土土））））        参加参加参加参加募集募集募集募集人数人数人数人数        ６６６６名名名名くらいくらいくらいくらい    

遊遊遊遊ぶぶぶぶ時間時間時間時間    今回今回今回今回はははは２２２２班班班班にににに分分分分けましたのでおけましたのでおけましたのでおけましたのでお好好好好きなきなきなきな時間帯時間帯時間帯時間帯でおでおでおでお選選選選びくださいびくださいびくださいびください。。。。    

AAAA班班班班    ３３３３名名名名    １１１１１１１１：：：：００００００００～～～～２１２１２１２１：：：：００００００００    

BBBB班班班班    ３３３３名名名名    １４１４１４１４：：：：００００００００～～～～２１２１２１２１：：：：００００００００（（（（参加費用参加費用参加費用参加費用はははは AAAA班班班班とととと同同同同じですじですじですじです））））    

あそあそあそあそぶぶぶぶ場所場所場所場所    ユニバーサルスタジオジャパンユニバーサルスタジオジャパンユニバーサルスタジオジャパンユニバーサルスタジオジャパン    でんわでんわでんわでんわ０５７００５７００５７００５７０－－－－２０２０２０２０－－－－０６０６０６０６０６０６０６０６    

集合場所集合場所集合場所集合場所    聖地聖地聖地聖地（（（（ごごごご自宅自宅自宅自宅からからからからのののの発着発着発着発着でででで現地現地現地現地までのまでのまでのまでの送迎送迎送迎送迎いたしますいたしますいたしますいたします））））    

    

持持持持ちちちち物物物物            着替着替着替着替ええええ    タオルタオルタオルタオル    飲飲飲飲みみみみ物物物物    おやつおやつおやつおやつ    おこずかいおこずかいおこずかいおこずかい        

                        （（（（昼食昼食昼食昼食代代代代    夕食代夕食代夕食代夕食代    おおおお茶茶茶茶    おやつおやつおやつおやつはははは各自各自各自各自ごよういおごよういおごよういおごよういお願願願願いいいいいたいたいたいたしますしますしますします))))    

参加費用参加費用参加費用参加費用            大人大人大人大人８８８８００００００００００００円円円円        こどもこどもこどもこども７７７７００００００００００００円円円円        幼児幼児幼児幼児６６６６００００００００００００円円円円    

（（（（内訳内訳内訳内訳    別添別添別添別添参照参照参照参照））））    

緊急時連絡先緊急時連絡先緊急時連絡先緊急時連絡先そのそのそのその他他他他おおおお問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ                しぇあしぇあしぇあしぇあーーーーどどどど    ０７２０７２０７２０７２－－－－７８５７８５７８５７８５－－－－７８７３７８７３７８７３７８７３        

担当者担当者担当者担当者    石山石山石山石山ちはるちはるちはるちはる        中野中野中野中野せいこせいこせいこせいこ    

タイムスケジュールタイムスケジュールタイムスケジュールタイムスケジュール    （（（（ごごごご利用者様利用者様利用者様利用者様のののの体調体調体調体調によりによりによりにより時間時間時間時間のののの変更調整等変更調整等変更調整等変更調整等ございますございますございますございます））））                    

AAAA班班班班１１１１１１１１時時時時    順次順次順次順次おおおお迎迎迎迎ええええ    ３３３３名名名名さまさまさまさま            BBBB班班班班１４１４１４１４時時時時    順次順次順次順次おおおお迎迎迎迎ええええ    ３３３３名名名名さまさまさまさま（（（（遅遅遅遅めめめめ組組組組みみみみ））））                                                                                    

１２１２１２１２時時時時    到着到着到着到着（（（（USJUSJUSJUSJ））））昼食昼食昼食昼食    あそぶあそぶあそぶあそぶ            １５１５１５１５時時時時    到着到着到着到着    あそぶあそぶあそぶあそぶ                                                                                                

１８１８１８１８時時時時    夕食夕食夕食夕食                                                    １８１８１８１８時時時時    夕食夕食夕食夕食    

１９１９１９１９時時時時    パレードパレードパレードパレード♪♪♪♪    （（（（時間未定時間未定時間未定時間未定））））            １９１９１９１９時時時時    パレードパレードパレードパレード♪♪♪♪    （（（（時間未定時間未定時間未定時間未定））））    

２０２０２０２０時時時時    そろそろそろそろそろそろそろそろ帰宅帰宅帰宅帰宅（（（（順次順次順次順次おおおお送送送送りりりり））））        ２０２０２０２０時時時時    そろそろそろそろそろそろそろそろ帰宅帰宅帰宅帰宅（（（（順次順次順次順次おおおお送送送送りりりり））））    

２１２１２１２１時時時時    解散解散解散解散（（（（ごごごご自宅自宅自宅自宅））））                                ２１２１２１２１時時時時    解散解散解散解散（（（（ごごごご自宅自宅自宅自宅））））    

おでかけおでかけおでかけおでかけ隊隊隊隊のののの今後今後今後今後のののの予告予告予告予告    （（（（諸事情諸事情諸事情諸事情によりによりによりにより変更変更変更変更もござもござもござもございますいますいますいます。。。。ごごごご了承了承了承了承くださいませくださいませくださいませくださいませ））））    

１２１２１２１２月月月月    ユニバーサルスタジオジャパンユニバーサルスタジオジャパンユニバーサルスタジオジャパンユニバーサルスタジオジャパン・・・・あいらぶあいらぶあいらぶあいらぶクリスマスクリスマスクリスマスクリスマス聖者聖者聖者聖者のののの行進行進行進行進そしてそしてそしてそして、、、、、、、、、、、、    

１１１１月月月月２２２２月月月月    温泉温泉温泉温泉（（（（六甲保養荘六甲保養荘六甲保養荘六甲保養荘））））あけましたあけましたあけましたあけました新年新年新年新年カラオケカラオケカラオケカラオケ大会大会大会大会    

３３３３月月月月４４４４月月月月    京都京都京都京都太秦太秦太秦太秦映画村映画村映画村映画村でごじゃでごじゃでごじゃでごじゃるるるる    

５５５５月月月月６６６６月月月月    神戸神戸神戸神戸王子動物園王子動物園王子動物園王子動物園だだだだゾーゾーゾーゾー        

    

    以上以上以上以上のようになっておりますがのようになっておりますがのようになっておりますがのようになっておりますが、、、、諸事情諸事情諸事情諸事情によりおでかけのによりおでかけのによりおでかけのによりおでかけの予告予告予告予告（（（（場所場所場所場所））））がががが変変変変わることがござわることがござわることがござわることがござ

いますいますいますいます。。。。あらかじめあらかじめあらかじめあらかじめごごごご了承了承了承了承くださいませくださいませくださいませくださいませ。。。。またまたまたまた、、、、月企画月企画月企画月企画としてとしてとしてとして毎月毎月毎月毎月((((隔月隔月隔月隔月))))いろんないろんないろんないろんな遊遊遊遊びびびび場場場場をををを考考考考ええええ

ておりますておりますておりますております。。。。ごごごご家族家族家族家族のののの皆様皆様皆様皆様もごもごもごもご意見意見意見意見ごごごご希望希望希望希望がございましたらぜひおがございましたらぜひおがございましたらぜひおがございましたらぜひお聞聞聞聞かせくださいかせくださいかせくださいかせください。。。。((((ごごごご家族家族家族家族でででで

のののの参加参加参加参加もももも考考考考えておりますえておりますえておりますえております))))    



おでかけおでかけおでかけおでかけ参加費用内訳参加費用内訳参加費用内訳参加費用内訳        （（（（当日徴収当日徴収当日徴収当日徴収させていただきますさせていただきますさせていただきますさせていただきます））））    

１２１２１２１２月月月月おでかけおでかけおでかけおでかけ先先先先        ユニバーサルスタジオジャパンユニバーサルスタジオジャパンユニバーサルスタジオジャパンユニバーサルスタジオジャパン（ＵＳＪ）（ＵＳＪ）（ＵＳＪ）（ＵＳＪ）    

施 設施 設施 設施 設 ごごごご 利 用 料利 用 料利 用 料利 用 料 （（（（ 障障障障 が いが いが いが い 者 割 引者 割 引者 割 引者 割 引 きききき 有有有有 りりりり 、、、、 手 帳 持 参 願手 帳 持 参 願手 帳 持 参 願手 帳 持 参 願 い ま すい ま すい ま すい ま す ））））                                    

（（（（障割障割障割障割りりりり））））おとなおとなおとなおとな    ３２３２３２３２００００００００円円円円    ＋＋＋＋介助員代介助員代介助員代介助員代そのそのそのその他他他他    ４８４８４８４８００００００００円円円円        合計合計合計合計８８８８００００００００００００円円円円    

こどもこどもこどもこども    ２１２１２１２１００００００００円円円円            同同同同上上上上                    ４９４９４９４９００００００００円円円円                ７７７７００００００００００００円円円円    

幼児幼児幼児幼児                    ００００円円円円         同同同同上上上上                 ６６６６００００００００００００円円円円                ６６６６００００００００００００円円円円    

昼昼昼昼夕夕夕夕食食食食代代代代、、、、おおおお茶茶茶茶、、、、おやつおやつおやつおやつははははこのなかにこのなかにこのなかにこのなかにはははは含含含含まれてまれてまれてまれておおおおりませんのでりませんのでりませんのでりませんので各自各自各自各自ごよういおごよういおごよういおごよういお願願願願いいいいいたしますいたしますいたしますいたします    

    

大人８０００円（12歳以上）  こども７０００円（4～11歳まで）                 

幼児６０００円（0～3歳）                                                            

    

参加希望参加希望参加希望参加希望されるされるされるされるごごごご家族家族家族家族のみなさまへのみなさまへのみなさまへのみなさまへ    

以上以上以上以上のののの内訳合計金額内訳合計金額内訳合計金額内訳合計金額でででで当日徴収当日徴収当日徴収当日徴収させていただきますさせていただきますさせていただきますさせていただきます。。。。    

施設内施設内施設内施設内ににににははははアトラクションアトラクションアトラクションアトラクションややややたくさんたくさんたくさんたくさんのののの乗乗乗乗りりりり物物物物、、、、またまたまたまたレストランレストランレストランレストラン等等等等がございまがございまがございまがございま

すのですのですのですので、、、、昼昼昼昼夕夕夕夕食時食時食時食時にごにごにごにご利用利用利用利用くださいませくださいませくださいませくださいませ。。。。    （（（（持持持持ちちちち込込込込みみみみ禁止禁止禁止禁止のためのためのためのため））））    

１２１２１２１２月初旬月初旬月初旬月初旬とはいえとはいえとはいえとはいえ寒寒寒寒ささささ厳厳厳厳しいしいしいしいかかかかとととと思思思思われますのでわれますのでわれますのでわれますので、、、、暖暖暖暖かいかいかいかい服装服装服装服装、、、、おおおお茶茶茶茶などのなどのなどのなどの

おおおお飲飲飲飲みみみみ物物物物（（（（おこずかいおこずかいおこずかいおこずかい））））をををを各自各自各自各自ごごごご用意用意用意用意していただけますでしょうかしていただけますでしょうかしていただけますでしょうかしていただけますでしょうか。。。。以上以上以上以上、、、、簡簡簡簡

単単単単ですがですがですがですが１２１２１２１２月月月月のおでかのおでかのおでかのおでかけけけけ、、、、そのそのそのその他他他他をををを説明説明説明説明させていただきましたさせていただきましたさせていただきましたさせていただきました。。。。ごごごご不明不明不明不明なななな点点点点

がございましたらおがございましたらおがございましたらおがございましたらお気軽気軽気軽気軽にににに担当担当担当担当スタッフスタッフスタッフスタッフまでおまでおまでおまでお問問問問いいいい合合合合わせくださいませわせくださいませわせくださいませわせくださいませ。。。。またまたまたまた、、、、

事故事故事故事故ややややケガケガケガケガなどないようなどないようなどないようなどないようスタッフスタッフスタッフスタッフ一同充分一同充分一同充分一同充分にににに注意注意注意注意いたしますいたしますいたしますいたします。。。。こどもたちにこどもたちにこどもたちにこどもたちに少少少少

しでもしでもしでもしでも楽楽楽楽しんでもらえたらとしんでもらえたらとしんでもらえたらとしんでもらえたらと思思思思っておりますのでっておりますのでっておりますのでっておりますので、、、、今後今後今後今後ともおでかけともおでかけともおでかけともおでかけ隊隊隊隊（（（（こどこどこどこど

もたちもたちもたちもたち））））をあたたかいをあたたかいをあたたかいをあたたかい気持気持気持気持ちでちでちでちで見守見守見守見守りりりり応援応援応援応援下下下下さいませさいませさいませさいませ。。。。    

    

平成平成平成平成２４２４２４２４年年年年１１１１１１１１月月月月吉吉吉吉日日日日    しぇあしぇあしぇあしぇあーーーーどどどどスタッフスタッフスタッフスタッフ一同一同一同一同    

あそびたいよあそぼあそびたいよあそぼあそびたいよあそぼあそびたいよあそぼーーーー会会会会            
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